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大まかな流れをつかむ。
む。別の時点から本章を開始するのであれば、適切なセクション
を読み、それまでに何が起きたか理解しておく。
最初のセッションの卓に着いたときに：
◆ すべてのプレイヤーが自分の PC（プレイヤー・キャラクター）を
持っていることを確認する。キットに含まれるキャラクターでも
いいし、D&D のルールに従って自分で作成したものでもよい。
◆ プ レ イ ヤ ー 全 員 に D&D エ ン カ ウ ン タ ー ズ・ プ レ イ 記 録 用 紙
（D&D Encounters Play Tracker）を配る。このシートはプレイ・
キットに含まれ、プレイヤーはこれにそれぞれのセッションで獲
得した宝物、経験点（XP）、そして名声ポイントを記録する。
◆ オ ー ガ ナ イ ザ ー か ら セ ッ シ ョ ン 記 録 用 紙（session tracking
sheet）を受け取る。君の DCI/RPGA ナンバーと共にプレイヤー全
員のDCI/RPGAナンバーを記録すること。君やプレイヤーの誰か
が DCI/RPGA ナンバーを持っていない場合は、オーガナイザーに
頼んでメンバーシップ・カードを貰うこと。
セッション中：
◆ D&D エンカウンターズの 1 回のセッションは 1 回の遭遇からな
る。その週のセッションとして登録した遭遇についてのみ、DM
を行なうこと。1遭遇にかかる時間は一般的に90分から2時間で
ある。
◆ ゲームを面白くするように決定を下し、裁定を行なうこと。プレ
イヤーがより楽しめるよう、君は DM としてアドベンチャーに適
宜調整を加えることができる（次ページの『グループの変更』を参
照）。
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最初のセッションの終了時に：

名声ポイント

◆ 冒険者たちが望むなら小休憩を取らせる。ただし彼らのその日の

D&D エンカウンターズのシーズンを遊ぶにあたって獲得できる最

状況を忘れずに記録させること。消費した回復力、使用した［一

大のもののひとつが、名声ポイント（RP）である。これはプレイヤー

日毎］パワー、その他の［一日毎］リソースは、セッションとセッ

がセッション中、場合によってはセッションとセッションの間に成

ションの間には回復しない。それらが回復するのは各章の終了時

し遂げたことに対して与えられるものである。名声ポイントはWPN

のみである。プレイヤーたちが D&D エンカウンターズ・プレイ

のそれぞれの拠点で記録が残され、それが特定の域に達すると、そ

記録用紙に彼らの情報を間違いなく記載するよう気をつけるこ

のプレイヤーはD&Dフォーチュン・カードという形での報酬を獲得

と。

する。

◆ 宝物と経験点を与える。プレイヤーが報酬を D&D エンカウンタ
ーズ・プレイ記録用紙に確実に記載するよう気をつける。

プレイヤーはこのカードを現在行なっているD&Dエンカウンター
ズのシーズン中に使用してもよいし、次回以降のシーズンで使用す

◆ 君のセッション記録用紙をオーガナイザーに返却する。すべての

ることも、場合によってはその両方で使用する事もできる。それぞ

DCI/RPGA ナンバー、および氏名、そしてプレイの日付を確実に

れのカードには、そのカードがどのような利益を与えるかに関する

記載すること。

詳細が記載されている。フォーチュン・カードの使用に関するルー

◆ 各プレイヤーが獲得した名声ポイントの合計をオーガナイザー
に報告する。オーガナイザーはその拠点の名声ポイント記録用紙

ルはブースター・パックに同封されており、また www.Dungeons
andDragons.com.でもオンラインでの確認ができる。君はDMとして、

（Renown Point Tracker）に必要事項を記載し、もしプレイヤーの

各セッションの終了時に経験点や宝物と同様に名声ポイントを与え

誰かが D&D フォーチュン・カードを獲得したのであればそれを

なければならない。しかし経験点や宝物と異なり、各プレイヤーが

君に告げる。

獲得した名声ポイントの総計は、セッション終了時、君がセッショ

◆ DMを行なうために要した時間と発生させたイベントに基づいて

ン記録シートをオーガナイザーに返すときに、同時にオーガナイザ

与えられる、君の特別報酬を受け取る。この報酬に関する詳細は、

ーに報告しなければならないものだ。するとオーガナイザーはそれ

君のオーガナイザーに確認のこと。

を見て、カードを獲得したプレイヤーがいるかどうか教えてくれる。
名声の獲得に必要な事項、その頻度、そしてポイントの値は下表

各章の最後のセッションの終了時に：

の通りである。

◆ 冒険者たちは大休憩を取り、回復力、ヒット・ポイント、一日毎
パワーをすべて回復する。また、各人が保有するアクション・ポ

名声ポイントの獲得

イントは 1 にリセットされる。

獲得に必要な事項
頻度
RP
1回の遭遇を完遂する
セッション毎
3
新しいプレイヤーを連れてくる
セッション毎
2
名場面
1／章
2
瀕死状態の味方の冒険者を生き返らせる
1／章
2
1回の攻撃で1体の敵に15以上のダメージを与える
1／章
2
1回の攻撃で3体以上の雑魚を倒す
1／章
2
1セッションで敵から50ダメージを被る
1／章
2
自分のキャラクターを作成する
シーズン毎
5
キャラクター・ビルダーでキャラクターを作成する
シーズン毎
5
ゴブリン、
コボルド、
スヴァーフネブリン、
ドラウあるいはドワーフのキャラクターを作成する
シーズン毎
2
瀕死状態になることなく8セッション以上を生き延びる シーズン毎
5
訳注：“セッション毎”は1セッションに最大1回まで、“1／章”は1章に最
大1回まで、
『シーズン毎」
は1シーズンに最大1回までこの手段で名声ポイ
ントを獲得できるということを意味する。

◆ 数セッションの DM を経験してしまえば、次のセッションの準備
は簡単だ。次のセッションに関する記述を読み通しさえすれば準
備完了である。

グループの変更
毎週、誰がD&Dエンカウンターズのセッションに来るかは君に
はわからない。
というわけで、君は毎週異なったプレイヤー集団と
遊ぶことになる可能性もある。これまでのセッションのうち1、2
回に参加していないプレイヤーもいるかもしれないし、これまでは
別のDMのセッションに参加していたプレイヤーもいるかもしれな
い。これは一向に構わない。新規のプレイヤーにはこれまでにど
んなことが起きているかをざっと説明すること。また、最後の大休
憩からこれまでに、そのプレイヤーのPCが消費ずみのリソース
（回復力や一日毎パワー等）
をきちんと記録しているかどうかを確
かめること。
多数決：アドベンチャーのプロットのある部分が、冒険者たち
が以前のセッションで下した決断に左右されるものであり、そし
て現在のセッションを遊んでいるメンバーの一部は以前と異なっ
ているというような場合、“現在のグループが”どのような決断を下
しているかについて調べる。多数決を取り、結果が同数となった
場合は最も良い結果となっているものを採択する。例えば5人の
プレイヤーのうち3人が以前の遭遇でブラック・ドラゴンを殺して
いて、他の2人は殺さなかったという場合、その週のセッションに
おいては、そのブラック・ドラゴンは殺されているものとして扱う。

新しいプレイヤーを連れてくる：このポイントは、既存のプレイヤー
が、今まで D&D エンカウンターズに参加したことのないプレイヤー
（今シーズンおよびこれまでのシーズンを含めて）を 1 人連れてくる
毎に与えられる。
名場面：そのセッションでのプレイにおいて誰かが何か独創的な、
あるいは勇敢な、もしくは単に格好良いことをした場合、DM はこの
賞を与えることができる。また、他のプレイヤーたちに、これが賞
に値するかどうか投票させてもよい。

名声の報酬
20 点の RP を獲得したプレイヤーは、Bloodcurdling Scream（血も
凍る叫び）という名の 1 枚目の D&D フォーチュン・カードを獲得す
る。40 点の RP に対しては Insane Defiance（正気ならざる抵抗）、60
点の RP に対しては Cunning Misdirection（狡猾なる誤導）が与えられ
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る。これらのカードは、そのカードの獲得に至った回の直後のセッ

たプレイヤーのキャラクターが新しいアイテムを受け取る。

ションから使用できる。プレイヤーはこれらのカードを獲得した後

アイテムの売却：特定の魔法のアイテムについて、キャラクターの

に自分のフォーチュン・カード・デッキに加えることができる。こ

中に欲しがる者が誰もいなかった場合、そのパーティーは『ルール

れらのカードはオーガナイザーから提供されるものであり、使用法

ズ・コンペンディウム』に記載のルールに基づいて、そのセッション

や何枚ぐらい使えるかといった疑問についてはオーガナイザーに尋

の終了時にそのアイテムを売却することができる。売却益はパーテ

ねること。

ィーのメンバーの間で均一に分配すること。

フォーチュン・カード
D ＆ D・フォーチュン・カードは、危険と魔法に満ちたファンタジ
ー世界での冒険がいかに混沌とし、予期せぬ出来事が起こるもので
あるかを演出するための、ゲームプレイの新たなサポート手段であ
る。プレイヤーはセッション開始時に、自分のフォーチュン・カー
ドのデッキの中からカードを引き、ゲーム中の適切なタイミングで
そのカードの利益を“起動”する。それぞれのカードは攻撃や防御を強

いつ装備を買えるのか？ ：キャラクターたちは、各章の開始時に
装備品を購入できる。

ランダムなアイテム
特定されていない魔法のアイテムを決定するには、以下の表に従
うか、あるいは冒険者たちのグループの必要に応じて表の中から選
択すること。カッコ内の数字は、表の下に示された当該アイテムの
出典を示している。

化したり、あるいはそれ以外の利益をプレイヤー・キャラクターに
提供したりする効果を有する。フォーチュン・カードについては今

宝物表

後のエンカウンターズのシーズンでよりいっそう重要なものとなっ

d20
結果
1 ポーション・オヴ・ヒーリング2本（1、2）
2 ＋1マジック・アーマー
（1、2）
3 ＋1マジック・ウェポン
（1、2）
4 ＋1アミュレット・オヴ・プロテクション
（1、2）
5 ＋1マジック・ワンド、
オーブ、
スタッフ
（1、2）
6 ＋1セーフウィング・アミュレット
（1）
7 シールド・オヴ・デフレクション
（1）
8 ＋1アミュレット・オヴ・ヘルス
（2）
9 ＋1デルヴァーズ・アーマー
（2）
10 グラヴズ・オヴ・アジリティ
（2）
11 ＋1エボン・アーマー
（3）
12 エリクサー・オヴ・アプティチュード
（3）
13 ＋1ウェポン・オヴ・サラウンディング（3）
14 ポーション・オヴ・キュア・ライト・ウーンズ2本（3）
15 エリクサー・オヴ・インヴィジビリティ
（3）
16 アイズ・オヴ・チャーミング（3）
17 フローティング・ランタン
（3）
18 ＋1ウォーニング・ウェポン
（3）
19 ＋1ワンド・オヴ・イネヴァタビリティ
（3）
20 もう2回ロールすること
（再度20の目が出た際は再ロールすること）
1.『ヒーローズ・オヴ・フォールン・ランズ』
2.『ヒーローズ・オヴ・フォーゴトン・キングダムズ』
3.『モルデンカイネンの魔法大百貨』

ていくし、プレイヤーは報酬として、エンカウンターズでしか手に
入らない特別なフォーチュン・カードを得るようになる。D&D エン
カウンターズを遊ぶためにフォーチュン・カードを購入しなければ
ならないというわけではないが、これらのカードがあればゲームは
いっそう面白いものになるだろうと我々は考えている。
フォーチュン・カードはそれぞれ異なったレベルやレアリティ
（コモン、アンコモン、レア）を持つ 8 枚のカードから成るブースタ
ー・パックとして売り出され、ゲームの興奮をよりいっそう大きな
ものとする。プレイヤーはセッションに参加する直前にパックを開
封してもいいし、あらかじめ構築したデッキを持ってセッションに
参加するのでもいい。このサポートの恩恵をしっかり受けたいと考
える向きには、セッション毎にブースター・パックを 2 つ購入する
か、あるいはフォーチュン・カード・ルール（ルールはブースター・
パック内に同封されており、また、www.DungeonsandDragons.com
でも閲覧可能（英語））に従って構築したデッキを持参することを推
奨する。今シーズンの D&D エンカウンターズで購入し、使用できる
セットは Spiral of TharizdanTM である。

宝物
キャラクターがこのミニ・キャンペーンを進めていく間には、金
貨や貴重品、それに魔法のアイテムといった宝物を獲得する機会が
ある。キャラクターたちが宝物を発見したときは、アドベンチャー
内に記載されている説明に従って処理すること。キャラクター間で
宝物を分けるには、以下のルールを用いる。本アドベンチャーに登
場する魔法のアイテムは、
『ヒーローズ・オヴ・フォールン・ランズ

戦術的配置

墜ちた地の勇者』、『ヒーローズ・オヴ・フォーゴトン・キングダム

このアドベンチャーでは、個々の遭遇について、モンスターの配

ズ 忘れられた王国の勇者』、
『ダンジョン・サバイバル・ハンドブッ

置やキャラクターたちの開始エリアを含む戦術的セットアップの

ク 未知への挑戦』および『モルデンカイネンの魔法大百貨』に掲載さ

一例を提供している。それぞれの遭遇の戦術マップは、
その遭遇

れている。

のセットアップのほんの一例を示しているに過ぎない。モンスター

報酬としての魔法のアイテム：キャラクターたちが、消費型でない魔

や冒険者たちのトークンを配置するにあたって、マップ上に示さ

法のアイテムを見つけると、プレイヤーたちは誰がどれを受け取る

れた場所では適当でないと思えた場合、君はその配置を変更す

か決定する。特定のアイテムは特定のキャラクターにふさわしいと

ることができる。君たちの冒険がどのように遊ばれてきたかという

いうことになることが多いので、たいていの場合、その決定はそう

物語の流れこそが、キャラクターやクリーチャーの配置を決定す

難しくはない。そうならなかった場合は、消費型でない魔法のアイ

る決め手となるべきなのだ。例えば、
あるキャラクターがこっそりと

テムを持っていないキャラクターに新しいアイテムを渡すよう、君

モンスターたちの背後に回りこんだのであれば、
そのプレイヤーの

が指示すること。消費型でない魔法のアイテムを持っていないキャ

トークンないしフィギュアを適切な位置に配置させるべきなのだ。

ラクターが 2 名以上いる場合、d20 をロールして最も高い目を出し
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冒険の背景

ジェイルレ家の他のほとんどの者たちと同様に、ヴァランも現在

シャドウデイル。それは地方の名前でもあれば、その地方にある

はロルスの敬虔な信者であり、そうして最近、彼は彼が蜘蛛の女王

町の名前でもある。この地は現在よりもその過去によってよく知ら

からのメッセージだと信じるところの、様々なヴィジョンを見るよ

れている。太古の数多の戦、そしてそれらが残した廃墟は、歴史家

うになった。ロルスは彼に告げた。ロルスはその網で新たな “織” ―

たちと冒険者たちを共にこの地へと惹き付ける。ストーム・シルヴ

― “呪文荒廃” で破壊されたものに取って代わる新たな魔法の織物―

ァーハンドとシルーネイ・シルヴァーハンドがかつてこの地に住み、

―を紡ぎ出し、それによってドラウのウィザードたちには新たな立

そして抜け目なきエルミンスターは今もこの地に住んでいる。彼の

場が与えられるだろう。“ロルスの魔の織”が実現した暁には、ロルス

護りは長いことシャドウデイルの安寧を維持してきたし、そしてミ

はすべての秘術魔法を統べ、そして彼女の信者は力を得るだろうと

ストラのチョウズンであった全盛期よりも彼の力が大幅に衰えてし

いうのだ。ヴァランはこのヴィジョンを啓示として受け止め、ヴィ

まったとしても、誰が敢えて彼の住処を侵すというのだろう？

ジョンを現実のものとする手段を探し求めた。

いくさ

昔からシャドウデイルには “古髑髏山” の名で呼ばれる白い花崗岩

魔法の力を持つ品々を集めることによってロルスがさらなる力を

の丘がそびえ立っていたが、その丘の重要度は時を経て様々に変転

得るのを助けられると信じたヴァランは、デイルランドの中で最も

した。ドラウ（ダークエルフ）たちが町を牛耳っていた頃は、丘は危

名高いアーティファクトに目をつけた——すなわち、ペンダント・

険と支配の象徴であった。ドラウたちが追い出された後、シャドウ

オヴ・アシャーバである。そしてもしペンダント・オヴ・アシャー

デイルの人々は再び、件の丘を単なる人目を惹く目印とみなすよう

バを盗み出せばシャドウデイルの護りを弱めることも、また町をド

になった。今では丘の周囲で羊たちが草を食み、剥き出しの白い石

ラウの攻撃に対してより無防備な状況にすることも叶うというなら、

のスロープの上では子どもたちが遊んでいる。

良いことづくめだ。

そしてとある有名な宿屋が、この地の目印からその屋号を取った。
“古髑髏山亭”は、冒険者の宿としてフェイルーンじゅうに知れ渡って
いる。そして、宿屋の地下室から延びる秘密のトンネルは“古髑髏山”
の下の地下墓地に繋がっている——そしてそこはアンダーダークへ
と続いているという。宿の主人のゲスラ・シルヴァーメインに付け
届けをすれば、正直な旅人なら地下の領域へ行かせてもらえるとい
うのが冒険者たちの間でのもっぱらの噂なのだ。
シャドウデイルの統治者であるレイディ・アッディ・ウルファー
は、エイザラー・ファルコンハンド卿が引退してからの 20 年という
もの、この地を平和裏に治めている。レイディ・ウルファーは統治
者の印であるペンダント・オヴ・アシャーバの正統な所持者であり、
そして彼女はそれを“アシャーバのねじれた塔”に保管している。
君たちはここシャドウデイルにやってきて、同じようにやってき
た仲間の冒険者たちと出会い、そしてアンダーダークの洞窟へと下
ってゆく。

ジェイルレのドラウ

ペンダント・オヴ・アシャーバ
シャドウデイルの領主あるいは女領主（現在はアッディ・ウルフ
ァー）は、シャドウデイルの最初の領主アシャーバが創ったこのペン
ダントを身につけることになっている。命じられるとこのペンダン
トは、「この者こそ唯一正当なるシャドウデイルの領主なり」という
文言を語るのだ。この銀のペンダントは、両端を上に向けた三日月
の形をしている。そして、美しい銀の鎖に吊るされている。
レイディ・ウルファーはこのペンダントを、“ねじれた塔”の上の階
に保管している。その建物は、かつてドラウたちがシャドウデイル
こしら

を支配していた時に彼らが拵えたものだ。町が解放された後、それ
はこの領土の最初の領主の名にちなんで “アシャーバのねじれた塔”
と新たな名を与えられた。
件のペンダントをシャドウデイルの領主が身に付けると、強力な
る魔法の護りが更に強化されるということに、誰もが気づいている
わけではない。そしてよりにもよってレイディ・ウルファーはこの
ことにまったく気づいておらず、よって彼女はペンダントを塔に保

ジェイルレ家のドラウたちは、この 1 世紀というもの、コーマン

管するなどということをしたのだ。彼女はヴァラン・ジェイルレの

ソーの森を我が物顔にうろついてきた。ジェイルレ家はもとはロル

スパイによって操られていた——そのスパイはレイディ・ウルファ

スの代わりにヴェイローン（ドラウの盗賊の神で、男性のドラウの守

ーに対して、このお守りは身につけておくよりもどこかにしまって

り神）を信仰するという異端信仰のためにメンゾベランザンを追放

おくほうがよいと言葉巧みに説得してのけたのだ。そのマエドラと

された裏切り者の一団で、そして彼らはミス・ドラナーのエルフた

いう名のスパイは見た目は人間だが、実はジェイルレに雇われたド

ちの廃墟の所有権を主張しようとしていたのだった。エルフたちが

ッペルゲンガーである。

コーマンソーで再び力を盛り返したので、“呪文荒廃”から程なくして

このペンダントの力を発揮させるには他にも手段はあるが、しか

ジェイルレ家は、エルフたちを倒すためにゼンティル・キープの勢

しそれは単に領主あるいは女領主がそれを身につけるよりも更に困

力と手を結んだ。しかしヴェイローンが死んだことによって、ジェ

難なものである。最も重要な護りは“アシャーバの塔”の地下にあり、

イルレのドラウたちは震撼し、彼らの勢力はばらばらになった。ミ

塔の地下のいくつもの部屋に続くいくつもの地下通路を封印してい

ス・ドラナーは再建され、そうしてドラウたちは放逐されたのであ

る。ドラウたちはかつてシャドウデイルを占拠していた頃にそのト

る。

ンネルを使っていた。そしてヴァランはそこを通って攻撃を仕掛け

ジェイルレ家の貴族を自称するウィザードのヴァラン・ジェイル

るという計画をずっと温めてきた。

レは、現在のところシャドウデイルの地下のアンダーダークに住む
ドラウたちの一団を率いている。この一団には、ジェイルレ家に征
服された基地や小さな共同体出身のドラウ市民たちも含まれている。
家族同士、一族同士の対抗意識は集団中の諍いの主な原因のひとつ
であり、最近ヴァランの傘下に入った多くのドラウたちは、彼の命
令に従っていながらでさえ互いに対立を続けていた。

ザジフェアリンの基地
ヴァランとその他の祖国を捨てたジェイルレ家の者たちは、今や
ドラウの基地ザジフェアリンを故郷と呼んでいる。ヴァランがやっ
てくる前、この地に住まうドラウの小集団は禁欲的な生活を維持し
てきた。大した訓練もされておらず、数も少ない彼らには、この基
地から離れてから遠くまで行くことはほとんど不可能だった。
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しかしヴァランは指導者となると、すべてを変えた。今や彼の指
揮下に入ったドラウたちは、食料や宝物、そして奴隷を求めてアン
ダーダークの他の種族を襲うようになった。ジェイルレ家の腕利き
の戦士たちが掠奪団を率い、そしてその成功により彼らはドラウの
間で大きな名声を獲得したのである。彼らはまた、弱く孤立したド
ラウの基地と戦略的な同盟を結んだ。しかし、ヴァランは愚かゆえ
にそんなことをしたのではない。より弱いドラウ集団が彼自身の例
に倣って力を得るだろうこと、そうなったら彼らは最終的に自分の
敵となるだろうことを彼は自覚している。裏切りはドラウの習わし
である。彼がシャドウデイルを襲撃の対象として選んだ理由の一つ
に、危険な競争相手にシャドウデイル襲撃の過程で死んでもらい、ザ
ジフェアリンにおける自身の立場を確固としたものにしたいという
ことがあるのだ。
この基地は無秩序に広がった古くからのもので、ジェイルレ家が
支配者として取って代わったあとでさえ、まばらにしか住民はいな
かった。この地の家の多くは、単に洞窟の壁を掘り抜いて漆喰で固
めた石を並べたものだ。この基地の住民同士は、侵入者を混乱させ
る糸で作られた “ハエ取り網” と称する曲がりくねり互いに交差した
トンネルで結ばれている。この網の目の通路のそこいらじゅうに蜘
蛛が群れ、道に迷って罠にかかる餌食を待ち受けている。
ヴァランは自身の略奪の目的を奴隷獲得に限定し、そしてザジフ
ェアリンの奴隷窟は新たな虜囚であふれかえった。ジェイルレ家の
ドラウたちは、奴隷を調教し、虜囚の意を挫く技術に優れているこ
とで知られてきた。彼らはこの基地にあった大きな円形競技場を拷
問室へと変えた。ヴァランの軍勢の面々は、訓練や休憩や巡回中で
ないときは、娯楽のためにこの拷問劇場へとやってくるのだ。
シャドウデイルとザジフェアリンの間には、いくつかの関門や障
壁が横たわっている。最も重要なのは、デーモンスパー（“デーモン
の蹴爪” ほどの意）と呼ばれる、くり抜かれた鍾乳石の基地だ。ドラ
ウたちは他のすべての経路を封鎖したので、“上”からやってこようと
するものは誰でも、ドラウの衛兵や、基地を取り巻く洞窟中にその
網を張り巡らす、怪物じみた大蜘蛛どもと戦ってデーモンスパーを
突破しなければならない。

カーラ・サルウッド
シャドウデイルのかつての領主、ダウスト・サルウッドの曾孫で
あるカーラは、この土地の重要人物だった。ここ数年、シャドウデ
イルはそう多くの護り手を擁してこなかったし、そのようなものが
必要になる機会もなかった。それでもなお、カーラは自らの地をい
かなる脅威からも守り抜くと誓っていた。
カーラについてのより詳細な情報は、セッション 4（P.20）にて語ら
れる。

冒険の概略
以下は、個々のセッションの概略である。

第1章
セッション1：キャラクターたちが滞在している“古髑髏山亭”に、ド
ラウたちは攻撃を仕掛ける。パーティー一行は襲撃から宿屋を守ら
ねばならない。
セッション2：エルミンスターは冒険者たちに、“アシャーバの塔”
のドラウの衛兵を打ち破り、ペンダント・オヴ・アシャーバを回収
するという使命を与える。
セッション3：ペンダントが持ち去られたと知った冒険者たちは、
“ねじれた塔”の地下室へと踏み込んでゆく。ドラウの衛兵たちと戦う
うち、彼らはこの襲撃を背後で操るドラウのウィザード、ヴァラン・
ジェイルレの名を初めて耳にする。
セッション4：エルミンスターの導きに従って動いているカーラ・
サルウッドと彼女の仲間でエルフのサリネルの 2 人は、冒険者たち
がドラウのトンネルに踏み込むのを助けてくれる。
セッション5：ヴァラン・ジェイルレに率いられたドラウたちが、
冒険者たちによる脅威を打ち払うべく反撃してくる。

第2章
セッション6：冒険者たちは罠だらけの通路を抜け、アンダーダー
クへと降りていく。
セッション7：英雄たちを倒す任を帯びたドラウの突撃部隊がうっ
かり寄越した手がかりからすると、カーラ・サルウッドとサリネル
は彼らに捕らえられたらしい。
セッション8：冒険者たちはデーモンスパーに踏み込む——これは
巨大な蜘蛛の巣の上にそびえている巨大な空洞の鍾乳石で、蜘蛛と
ドラウのすみかとなっている。
セッション9：ドラウの基地ザジフェアリンの門前で、キャラクタ
ーたちは 2 人組のオーガの奴隷に自分たちを通させるよう、何とか
言いくるめる破目になる。そしてその後は衛兵の一団とも戦わねば
ならない。

第3章
セッション10：ドラウの基地の曲がりくねったトンネルを進むう
ち、冒険者たちはカーラの仲間のサリネルを見つける。彼は自分た
ち二人がどのように捕らえられたか説明し、そしてペンダント・オ
ヴ・アシャーバが 2 つに割られたことを明かす。
セッション11：ペンダントの 1 つめの欠片はドラウの拷問吏が持
っている。冒険者たちは拷問劇場に行き、そこの舞台監督を、そし
て戦いに乱入してきたドラウの観客たちを倒す。
セッション12：基地の奴隷の檻の中で、冒険者たちは見張りのウ

マップと基準
本アドベンチャーで登場するマップ、特に“古髑髏山亭”と“アシ
ャーバのねじれた塔” のものは、これらの場所の本来のマップと
異なっている。これらはD&Dエンカウンターズのフォーマットに合
うよう調整したものである。つまり、これらのマップはこの場所の
本来のそれより小さく、またよりシンプルになっているということで

ェブ・ゴーレムを倒し、カーラ・サルウッドを救い出し、そしてペ
ンダント・オヴ・アシャーバの 2 つめの欠片を見つけ出す。カーラ
はペンダントの能力について説明する。
セッション13：地上へ戻る冒険者たちは、ドラウたちの頭領であ
シミュレイクラム

るヴァラン・ジェイルレと戦うが、彼が 複 製 に過ぎなかったこと
を知る。戦闘の後、英雄たちはペンダントを使って“アシャーバの塔”
を封印する。

ある。
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セッション0：
キャラクター作成

1. 複雑なクラスをプレイするのが好きですか？
「はい」であれば、『ヒーローズ・オヴ・フォールン・ランズ』に掲
載されたウォープリースト・クレリックかメイジ・ウィザード、ま

この D&D エンカウンターズ・シーズンの最初のセッションは、プ

たは『ヒーローズ・オヴ・フォーゴトン・キングダムズ』に掲載され

レイヤーたちにキャラクターを作成させることを意図したものであ

たセンティネル・ドルイドかキャヴァリアー・パラディンを勧める

る。キャラクターを作っていくうちに、彼らは冒険の背景の前半（た

こと。

だし“ジェイルレのドラウ”の部分を除く）に記載された、このミニ・

「いいえ」であれば、近接武器を持ったシーフ・ローグ、ナイト・

キャンペーンの背景を知ることになる。また、プレイヤーたちは本

ファイター、スレイヤー・ファイター、ハンター・レンジャー、ス

キャンペーン限定の背景も使用することができる。プレイヤーたち

カウト・レンジャー、あるいはヘクスブレード・ウォーロックを勧

にキャラクター作成の手順を一歩ずつ丁寧に教え、あれこれと質問

めること。

しながら彼らの決定を助けること。
本セッションでは、プレイヤーはキャラクターを作成するのに『ヒ

2. 接近戦を繰り広げるクラスをプレイするのが好きですか？

ーローズ・オヴ・フォールン・ランズ』、『ヒーローズ・オヴ・フォ

「はい」であれば、シーフ・ローグ、ナイト・ファイター、近接武

ーゴトン・キングダムズ』および『ダンジョン・サバイバル・ハンド

器を持ったスレイヤー・ファイター、ハンター・レンジャー、スカ

ブック』に記載のデータを使用することができる。また、上記の製品

ウト・レンジャー、あるいはヘクスブレード・ウォーロックを勧め

をサポートしている Dragon 誌の記事も使用できる。

ること。

本セッションに参加できなかったプレイヤーは、どこかで別にキ

「いいえ」であれば、遠隔武器を持ったシーフ・ローグ、遠隔武器

ャラクターを作成してくることもできるし、プレイキットに同梱の

を持ったスレイヤー・ファイター、あるいはハンター・レンジャー

作成済みキャラクターのどれかを使用することもできる。プレイヤ

を勧めること。

ーはそれぞれのセッションごとに自分のキャラクターを持ってこな
くてはならない。

テーマ

種族

やアンダーダークの探索と関連するキャラクター・テーマのオプシ

『ダンジョン・サバイバル・ハンドブック』には、ダンジョン探検

『ダンジョン・サバイバル・ハンドブック』には、
『ヒーローズ・オ

ョンが掲載されている。それぞれのキャラクターは、自身のクラス

ヴ・フォールン・ランズ』、『ヒーローズ・オヴ・フォーゴトン・キ

に加えてこれらのテーマの 1 つを得る。テーマは、クラスや種族の

ングダムズ』に記載のものに加えて、新たなキャラクター用種族が掲

みならず、キャラクターをより際立たせる専門技術や職業等を含む、

載されている。今シーズンで使用できる種族は、エラドリン、エル

キャラクターのコンセプトをさらに拡大するものである。より詳し

フ、ゴブリン、コボルド、スヴァーフネブリン、ティーフリング、ド

くは、コラム『テーマ概略』を参照のこと。もしどのテーマを選択す

ラウ、ドラゴンボーン、ドワーフ、ハーフエルフ、ハーフオーク、人

べきかはっきりしないプレイヤーがいたなら、次の質問を用いてそ

間である。もしどの種族をプレイしたいかはっきりしないプレイヤ

の決定を助けること。

ーがいたなら、以下の質問を用いてその決定を助けること。

テーマ概略

1. 一般的なファンタジーに登場する種族をプレイするのに興味はあり
ますか？
「はい」であれば、エルフ、ドワーフ、ハーフリングまたは人間を
勧めること。
「いいえ」であれば、質問 2 へ。
2. 今回のアドベンチャーはアンダーダークと非常に深く関連しています。
アンダーダークとのつながりを持つ種族をプレイすることを考えています
か？
「はい」であれば、
『ヒーローズ・オヴ・フォーゴトン・キングダム
ズ』に掲載のドラウか、あるいは『ダンジョン・サバイバル・ハンド
ブック』に掲載のコボルド、ゴブリン、あるいはスヴァーフネブリン
を勧めること。
「いいえ」であれば、エラドリン、ティーフリング、ドラゴンボー
ン、ハーフエルフまたはハーフオークを勧めること。

クラス
プレイヤーは『ヒーローズ・オヴ・フォールン・ランズ』および
『ヒーローズ・オヴ・フォーゴトン・キングダムズ』に記載されたど
のクラスを選んでもよい。以下の質問を用いてプレイヤーの決定を
助けること。
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以下のテーマのそれぞれについては、
『ダンジョン・サバイバル・
ハンドブック』
に詳述されている。
ブラッドスウォーン／血の誓い立てし者は、特定のアンダーダー
クの種族に対する復讐者である。D&Dエンカウンターズの本シーズ
ンにおいては、このテーマはドラウのキャラクターと最も相性が良い。
ディープ・デルヴァー／地下探検家はアンダーダークのトンネルを
上手く抜けるにはどうすればよいかを知っている。
かつてアンダーダークの種族に囚われていたエスケープト・スロ
ール／逃げ出した隷属者は、自分の受けた苦難のいつまでも消え
ぬ傷跡をどうにかせねばならない。
アンダーダークのクリーチャーたちが持つ宝石や金は、トレジャ
ー・ハンター／宝探し屋たちを行動に駆り立てる。
専門職人であるトラップスミス／罠職人は、罠の作り方、外し方
を知っている。
アンダーダーク・エンヴォイ／地下世界の外交官は、アンダーダ
ークの種族間の大使あるいは交渉役を務めている。
地下の故郷から逐電した後、アンダーダーク・アウトキャスト／
地下世界の追放者はこの世界の中で新たな人生を切り開かねば
ならない。

1.自分のキャラクターに悲劇的な過去を負わせたいですか？
「はい」であれば、ブラッドスウォーン、エスケープト・スロール、
あるいはアンダーダーク・アウトキャストのテーマを勧めること。
「いいえ」であれば、質問 2 へ。

エラドリンの間での生活は、君の中にドラウへの憎悪を植えつけ
ただろうか？

君はミス・ドラナーの出身者だろうか、それともそ

こを取り巻くコーマンソーの風変わりな森からやってきたのだろう
か？

君はミス・ドラナーとシャドウデイルの間に使節を勤めてい

るのだろうか？
2. 探検に特化したキャラクターにしたいですか？

そうでないとすれば、なぜ君はここに来たのだろ

うか？

「はい」であれば、ディープ・デルヴァーあるいはトレジャー・ハ

関連技能：〈自然〉または〈魔法学〉。

ンターのテーマを勧めること。

地下荒野

「いいえ」であれば、質問 3 へ。
3.アンダーダークのクリーチャーと——良くも悪くも——何らかの関係
を有するキャラクターをプレイするのに興味はありますか？

君はデイルランズの地下の出身者で、アンダーダークの中の地下
荒野と呼ばれる地域で生まれた。ここ最近、ヴァラン・ジェイルレ
傘下のドラウたちが台頭してきたとはいえ、地下荒野のトンネルに

「はい」であれば、ブラッドスウォーンあるいはアンダーダーク・
エンヴォイのテーマを勧めること。

点在する共同体のほとんどは、今も小規模なままだ。
君はヴァラン・ジェイルレについてどの程度知っているだろう？

「いいえ」であればトラップスミスを勧めること。

“古髑髏山”の地下のドラウたちとは、君はどのようにやってきたの
だろう。そのドラウたちがシャドウデイルを襲う計画を立てていた

背景

と、君は感づいていただろうか？

本シーズンの D&D エンカウンターズのプレイヤーは、以下のキャ
ラクター背景の 1 つを使用することができる。背景についての説明
は『プレイヤーズ・ハンドブック II 第 4 版』が初出であり、これは関連
技能について利益を与えるものである。プレイヤーがこれらの背景
の 1 つを使用してキャラクターを作成した場合、以下の背景の利益

なぜ君はアンダーダークにとど

まらず、地上へ向かったのだろう？
関連技能：〈自然〉または〈地下探検〉。

成長
遭遇の終了時に、君は経験点、宝物、そして名声点を与える。各

のうち、どちらか片方を選択することができる。

遭遇の『報酬』の項目には、キャラクターたちが獲得する経験点の合

◆背景の関連技能の 1 つについて、判定に＋ 2 のボーナスを得る。

計値が記されている。この合計値には、遭遇に対して与えられるも

◆修得済みの技能を選択する際、背景の関連技能の 1 つをそのキャ

のに加えて、探索行動や物語に関して与えられるものも含まれてい

ラクターのクラス技能のリストに加える。

る。パーティーの人数やプレイヤーの参加人数によらず、キャラク
ターたちはみな、同じだけの経験点を獲得する。プレイヤーは自分

シャドウデイル

が獲得したものを D&D エンカウンター記録用紙に記入し、君は各プ

君はシャドウデイルの住民であり、“古髑髏山”の下からドラウたち

レイヤーが獲得した名声ポイントをオーガナイザーに報告する。

が侵入してくるという物語をよく知っている。君の故郷をかつては

レベルアップ：D&D エンカウンターズのプレイでは、プレイヤーが

ドラウが支配していたという名残はほとんどない。最近は牧場が“古

キャラクターの成長を経験できるように、経験点を通常よりも多く

髑髏山”の周囲に広がり、そして偉大なる魔術師のエルミンスターが

与えるシステムを採用している。すべてのセッションに参加したプ

この一帯を守ってくれている——少なくとも、普段は。けれどエル

レイヤーのキャラクターは第 2 章の開始時には 2 レベルに、第 3 章の

ミンスターはちょくちょく出かけてしまい、そして彼の魔法の護り

開始時には 3 レベルに成長する。

はかつてほど強くはない。
君はシャドウデイルで育ったのだろうか、それとも長じて後この
辺に住むようになったのだろうか？

君はこの町にどのような緊密

なつながりを持っているだろうか？

君が守らねばならないと感じ

ているのは、どのような財産、あるいは人々だろうか？
ミンスターに会ったことはあるだろうか？

君はエル

君はかつて彼と一緒に

仕事をしたり、あるいは彼の影響を受けたりしただろうか？
関連技能：〈交渉〉または〈自然〉。

ミス・ドラナー
人間が支配するデイルランズの共同体に比べれば、エラドリンの
大都市ミス・ドラナーは時の流れから取り残されたように見える。
この都市の住民の大多数はエラドリンである（そして、少数派の中の
多数派はエルフである）にもかかわらず、彼らは余所者を歓迎し、こ
の地域の政治にも関わっている。ミス・ドラナーの人々は遠い昔に
ジェイルレのドラウをアンダーダークへと追いやった。彼らはドラ
ウが再びシャドウデイルに台頭するようにでもなればそれはいかに
危険かということも承知している。

キャラクターの変更
プレイヤーはD&Dエンカウンターズのシーズン中にキャラクター
を変更することができる。変更を望むプレイヤーは、自分が今シー
ズン中それまでに得た経験点と等しい経験点を持つ別のキャラクタ
ーを持ってくること。ただし、以前のキャラクターが持っていた宝
物やアイテムが次のキャラクターに引き継がれることはない。

キャラクターの死
キャラクターがセッション中に死亡した場合、プレイヤーには 2
つの選択肢が与えられる。プレイヤーは同じキャラクターの回復力
使用回数をさらに 4 減らして次のセッションに持ってくることもで
きるし、全く新しい適切なレベルのキャラクターを持ってくること
もできる。キャラクターが死亡したときに回復力が 4 未満だった場
合でも、次セッションでそのキャラクターを使用することはできる。
そのキャラクターは、回復力使用回数はゼロ、ヒット・ポイントは
最大という状況で次セッションを開始する。“瀕死状態になることな
く 8 セッション以上を生き延びる”事による名声ポイントが得られな
くなること以外に、死亡したことによってペナルティを受けること
はない。
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第 1章
キャラクターたちはシャドウデイルを旅し、ゲスラ・シルヴァー
メインの宿屋を通ってアンダーダークに行かせてもらえるよう、彼

段について説明すること。冒険者たちがその他の冒険用の物資をほ
しがったなら、ゲスラはそれらを買えるように手配してくれるが、通

女と話をつける。

常20％の手数料がかかる。もしキャラクターたちがドラウの襲撃の

セッション1：古髑髏山亭

くれる。

キャラクターたちが “古髑髏山亭” を探してシャドウデイルに着い
たばかりのところで冒険は始まる。彼らは一緒にやってきたのかも
しれないし、宿で顔を合わせて目的が同じであることを知り、同行
することにしたのかもしれない。どちらにしろ、彼らは冒険を求め
てアンダーダークに踏み込みたがっている。
以下の文章を読み上げ、セッションを開始すること：
日暮れどき、皆さんはシャドウデイルに到着します。純白の白い岩の
丘が町の上にそびえ立ち、その丘の表面に刻まれた多くの割れ目から
は草がぼうぼうと伸びています。誰もがあの丘の名を知っています——
そう、“古髑髏山”です。大昔にシャドウデイルを造ったドラウたちはあ
の丘の下の通路を抜けてやってきたのです——少なくとも、
伝説はその
ように伝えています。
シャドウデイルの数少ない建物は、四方八方に広がる農地に囲まれ
ています。皆さんは町の中央の十字路までやってきます。そこには、丸
い白い丘の看板を出した1軒の宿屋があります。皆さんは三階建の建物
の正面の木製の玄関へと上がります。中からは暖かな明かりと美味しそ
うな夕食の匂いが流れてきます——ようこそ、“古髑髏山亭”へ。
プレイヤーたちにキャラクターを紹介するように言い、それぞれ
時間を与えてキャラクターの外見や背景、そしてダンジョンに潜ろ
うするに至った動機（通常、そのキャラクターのテーマと関連する）
などについて説明させること。プレイヤーたちが望むなら、キャラ
クター同士の関わりについてロールプレイをさせること。
キャラクターたちの一部または全員が宿屋に入ったら、以下の文章を
読み上げること：
暖炉では火が音を立てて燃え、半ば灰色になりかかった髪をした人
間の女性が食べ物を盛り上げた皿をいくつも運びながら騒々しく前を
通り過ぎていきます。腹を空かせた客たちの前に皿を置くと、彼女は皆
さんのほうを振り向き、にっこりと笑います。
「ゲスラ・シルヴァーメインの店へようこそ、旅のお方！ ようこそ
“古髑髏山亭” へ。うちは食事も飲み物もお部屋もデイルランズで一番、
欲しいものは何でも揃うよ」
喋りながら女性は君たちを思慮深そうな目で見つめ、
そして君たちの
冒険道具に気づきました。
宿屋には大きな広間がある。一方で宿の建物の一部は工事中であ
り、特に台所は建替えの間、外の納屋に移されたようだ。そして時
折、スラドという名の背の高いがっしりした人間が、食べ物の追加
を運んでどたどたと入ってくる。
上の 2 階分は宿泊用の部屋になっている。そこもまた建て替え中
であり、よっていつもより少ない数の部屋しか使用できない。他の
客たち——デヴァン、ブルンディ、そしてドッグズブレス老——は
2 階の部屋を使っている。
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キャラクターたちには休憩し、食べ、飲み、人々と会い、そして
部屋を取るだけの時間がある。後述のメニューを使用し、品物の値

後に彼女の助力を要求したなら、彼女は喜んで手数料をタダにして
プレイヤーたちに “ゲスラに賄賂を送ればこの宿から通じている
シャドウデイルの地下墓地に行かせてくれる” という噂を思い出さ
せること。後述の彼女に関する項目では、アンダーダークに行きた
がる冒険者たちに彼女が提供してくれる取引について詳述されてい
る。

“古髑髏山亭”
のメニュー
品目
値段
部屋（1泊）
エール
（ピッチャー）
エルフのワイン
（ボトル）
ローストポークと茹でジャガイモ
コーマンソー・マッシュルームのソテー
“シャドウデイル特産品”
保存食（10日分）
旅人のパン
（10日分）
真水が入った水袋

5sp
1sp
7gp
1sp
3sp
20cp
5gp
50gp
1gp

冒険者たちがベッドに向かうことにしたら、『宿屋襲撃』の戦闘遭
遇（P.10）を開始すること。

ゲスラ・シルヴァーメイン
“古髑髏山亭”の女主人は、たいそうしっかりした経営をしている。
ゲスラはけちけちとした節約を嫌い、それは彼女の宿屋が素晴らし
いサービスを手頃な値段で提供しているという噂の維持に一役買っ
ている。彼女の提供する食事、飲み物、そして部屋はすべて、他の
ほとんどの宿屋のそれと比べて品質が著しく高いのである。
部屋を使いたいと言われれば、ゲスラは冒険者たちに 3 階の部屋
を提供する。部屋の多くはシャドウデイルで一番の腕利きの大工た
ちによる改装工事の真っ最中であり、そのため宿屋の受け入れ可能
な客数はいつもより少なくなっている。
ゲスラは来年に備えている——来年は、ゲスラのひいひいおじい
さんであるバーゴ・シルヴァーメインが“古髑髏山亭”を開いてから、
ちょうど 200 年目の記念にあたるのだ。200 年目のお祝いはこの宿
屋の歴史の中で最も素晴らしいものにする、と、ゲスラは誓ってい
るのである。
もしキャラクターたちがゲスラにアンダーダークのことについて尋ねた
なら、以下の文章を読み上げること：
ゲスラは部屋の中を見回し、そして声を潜めて話し出します。
「あた
しがお客さんたちをアンダーダークのトンネルの入口に通してあげた
ら、ええと、もしあたしにそれができたらって話だけど、とにかくそれ
はシャドウデイルの法律を破ることになるんだってのは、もちろん知っ
てるね。レイディ・ウルファーが直々にそれを禁じなすってね、そして
そういう法律は誰も破らないことになってるんだ。金貨 100 枚以下で
は、ね。明日の明け方までに準備するんだよ、お客さんたちも、それか
らお金も、ね」

もし冒険者たちがゲスラの言い値を払えなかった場合、地上に持

いて語る。このドワーフたちが聞きかじった情報からでっち上げた

ってきた宝物を折半にする約束と引き換えに彼女は支払いを待って

冒険譚を語っていることは、冒険者たちにはすぐにわかる。彼らは

くれる。地下へ通じる部屋への入口は広間の長い木製の机の後ろに

冒険者ではない。

あり、床の一部と見分けがつかないように巧妙に隠されている。

その他の常連客たち
広間には、他に 4 人の客がいる。宿屋で夕食を食べていた客たち
のほとんどは、すでに帰ってしまっているのだ。

ドッグズブレス老
この無愛想な老人は若い頃からシャドウデイルに住んでいるが、
これまでいかなる種類の仕事もまともにこなせたことがない。やせ
衰えて悪臭を放つ彼は、友人もさほど多くない。ゲスラは彼を哀れ
み、彼を食べさせ（ただし、メニューの中で一番安いものをである）、

カーラ・サルウッド
この野心に燃える若い人間（詳細は P.20 参照）は、つい最近この町
にやってきたところである。彼女は、曽祖父でかつてシャドウデイ
ルの領主であったダウスト・サルウッドの栄光を取り戻さんと望ん
でいる。このあたりの人々は、カーラをある種のよそ者とみなして
いるが、ともあれ彼女がこの地域社会の一部に溶け込もうとしてい
る努力を尊敬してもいる。もちろん、カーラはいつの日かシャドウ
デイルの女領主になるという自分の計画を、誰にも明かしてはいな
い。
カーラはゲスラと仲が良い。彼女は夕食を食べにこの宿屋にやっ
てきたのだが、もうすぐにでも帰ろうとしている。後に彼女はこの
冒険に置ける重要な役回りを演じ、次の再登場はセッション 4 にな
る。冒険者たちが彼女に話しかけたなら、彼女は“アシャーバのねじ
れた塔”やシャドウデイルにおけるドラウたちの歴史、あるいはこの
町に直接関係するあれこれについて話してくれるだろう。冒険者た
ちが彼女に飲み物を奢ったり、あるいは噂話を聞き出そうとしたり
したなら、彼女はレイディ・アディ・ウルファーもしくはエルミン
スターについて話すだろう。
カーラはレイディ・ウルファー（現在のシャドウデイルの統治者）

寝る場所を提供してやっている。しかし、老ドッグズブレスは、自
分はここにも長くはいられないのではないかと怯えている。200 周
年記念に向けて宿屋の改修工事が進んでいる以上、彼は古い家具同
様に放り出されてしまうかもしれない。
老ドッグズブレスと話そうとするものは、まず、彼の放つ鼻の曲
がりそうな“芳香”に耐えねばならない。キャラクターたちが会話を始
めたなら、彼らはこの老人がその閉じた片目を、行き来するシャド
ウデイルの人々にじっと向けていることに気づく。彼は、冒険者た
ちが荒らすべき遺跡を探していてアンダーダークに乗り込む計画を
立てているのではないかと言い、そして“気をつけろ”と警告する。老
ドッグズブレスは村の外でドラウの斥候を見たというのだが、彼の
話を裏付ける者は誰もいない。その上、彼はこれまでにも話をでっ
ち上げてきた前科があるのだ。

セッションの終了
キャラクターたちが宿屋を守りきったら、以下の文章を読み上げるこ
と：
生き延びた者たちは守ってくれたことに礼を言いながら窓に駆け寄
り、町のほかのところでは何が起きているのか見ようとします。ゲスラ

を良く思ってはいるが、しかしある一点についてはまずいと思って

は立ち上がります。
「すまなかったね」彼女は言う。
「あたしは戦士じゃ

いる。レイディ・ウルファーはペンダント・オヴ・アシャーバを

ないから、何とか生き延びようとしたら死んだふりをするしかなかった

日々身につけることをせず、代わりに塔のてっぺん近い封印された

んだ。お客さんたちをここにいさせてくださったタイモーラに感謝だ。

部屋に安置している。彼女は曽祖父から、そんなことをすればシャ

お客さんたちのためにできることならなんでもするから」

ドウデイルの護りが弱まってしまうと聞かされており、そして何故
わざわざそんなことをして危険を背負い込むのか彼女には理解でき

キャラクターたちは小休憩を取ることができる。セッションの終

ないのだ。レイディ・ウルファーにその考えを吹き込んだのは相談

了前に冒険者の 1 人が、調整されたセンディングの儀式によるメッ

役のマエドラで、そしてレイディ・ウルファーは件の相談役の言う

セージを受け取り始める。可能であれば、シャドウデイルの背景を

ことに何でも従ってしまうということをカーラは聞いていた。

持つキャラクターを 1 名選ぶこと。

カーラはこの町にやってきてから数度エルミンスターと面会した
ことがあるのを誇りに思っており、そしてその時に彼女はシャドウ

選ばれたキャラクターに対して、以下の文章を読み上げること：

デイルの歴史の多くを学んだのだった。かの老魔術師は彼女を友と

あなたは魔法の力が自分を通り過ぎていくのを感じます。一人の老

してというよりは弟子として遇した——彼女の覚えの悪さには少々

人の声が話し始めますが、その声を聞き取れるのはあなただけなので

うんざりしていたが。

す。
「儂はエルミンスター…….」

デヴァンとブルンディ
この兄妹はヒルズファーへ向かう途中でシャドウデイルに立ち寄
っている。この 2 人のがっしりとした体つきで金髪のドワーフたち
は、エールを続けざまに注文してゲスラを走り回らせている。どこ
からやってきたのかと問われると、彼らは「黄金が酒みたいに流れて
るとこからさ」と答え、それから騒々しい笑い声を上げる。
デヴァンとブルンディは気さくで、そしてやたらとエールを勧め

このセッションはここで終わる。

報酬
セッションの終了時に、キャラクターはそれぞれ 200XP（宿の客の
全員が生き延びている場合は 300XP）を獲得する。
宝物：ドラウの身体を探った場合、キャラクターたちはそれぞれ
60gp ずつを得る。

てくる。彼らは自分たちはアンダーダークで冒険してきたのだと言
い、そして迷路のような洞窟や危険な古い罠、巨大蜘蛛の恐怖につ
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宿屋襲撃
遭遇レベル 1

セットアップ
シャドウデイル・ドラウの斥候（S） 2 体
シャドウデイル・ドラウの雑兵（D） 6 体
シャドウデイル・ドラウの射手（A） 2 体
ゲスラ・シルヴァーメイン
（G）
ドッグズブレス老（O）
デヴァン
（V）
ブルンディ（B）
冒険者たちが宿屋で眠っていたり休んでいたりする間に、ドラウ
達がアンダーダークから襲いに来る。この戦いの開始時点では、斥
候が 1 体、射手が 1 体、雑兵が 4 体この宿の中にいる。残りのドラウ
は後からやってくる。『展開』を参照せよ。
キャラクター達が眠りに行ったら読み上げること：
ひどい大騒ぎで皆さんは真夜中に目を覚まします。どたどたという足
音、恐慌の叫び声が下の階から響いてきます。宿の二階には人はいな
いようですが、そこには確か少なくとも他の常連客が三人はいたはずで
す。叫びは階下から聞こえてきます。それぞれ別の声で共通語とエル
フ語の怒鳴り合いです。
皆さんが一階にたどり着くと、何が起こっているかはっきりします。
ドラウたちが宿屋に押し入っているのです。手にランタンを持った常連
客たちは、ダークエルフたちに追い詰められ、角へとあとずさっていま
す。叫んだのはゲスラ・シルヴァーメインです。
「あんた達の好きなよ
うにはいかないよ！ エルミンスターがきっと止めてくれる！ シャド
ウデイルが相手なんだ、あんた達は地の底に追い返されるのさ！」
ドラウが一人、彼女を殴ります。彼女は気を失い、カウンターの後
に崩れ落ちます。ランタンが手からこぼれます。ドッグスブレス老はわ
めいてダガーを引き抜き、ドラウを押しのけて彼女の元に行こうとしま
す。
宿屋の外では、人々がランタンや松明を手に道へと飛び出してきて
います。シャドウデイル全体が襲われているようです。
宿屋の地下からはドラウたちがさらにやってこようとしている。
〈知覚〉
（難易度 18、地下室への入り口に隣接しているキャラクター）
：
階段の隣には地下室への落とし戸があります。その梯子の下から、
ドラ
ウの戦士たちが今にも登って来ようとしているのが見えました。
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シャドウデイル・ドラウの斥候（S）2体
レベル2 遊撃役
中型・フェイ・人型
hp：38；重傷値：19
イニシアチブ：＋6
AC16；頑健14、反応15、意志13
〈知覚〉
＋6
移動速度：6
暗視
特徴
コンバット・アドヴァンテージ／戦術的優位
このドラウは自分が戦術的優位を得ているすべてのクリーチャーにたいして継
続的［毒］
ダメージ3（セーヴ・終了）
を与える。
標準アクション
mロングソード
（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：1d8＋6ダメージ。
効果：このドラウは1マスのシフトを行なえる。
M ショート・ソード
（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：1d6＋5ダメージ。
効果：このドラウは2マスのシフトを行なえる。
M ツーウエポン・アタック／二刀攻撃◆再チャージ：初めて重傷になった時
効果：このドラウはロングソードとショート・ソードを使用する。
マイナー・アクション
クラウド・オブ・ダークネス／闇の雲（［区域］）◆遭遇毎
効果：近接範囲・爆発1の範囲内に、このドラウの次のターン終了時まで持
続する区域が生じる。この雲の区域はこのドラウを除くすべてのクリーチャー
の視線を遮る。この雲の区域の中に完全に入っているクリーチャーは、このド
ラウを除いて皆、盲目状態になる。
技能：〈隠密〉＋9
【筋】12（＋2）
【敏】17（＋4）
【判】11（＋1）
【耐】14（＋3）
【知】11（＋1）
【魅】13（＋2）
属性：悪
言語：共通語、エルフ語
装備：レザー・アーマー、ロングソード、ショート・ソード
シャドウデイル・ドラウの雑兵（D） 6体
レベル1 雑魚 奇襲役
中型・フェイ・人型
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない
イニシアチブ：＋7
AC15；頑健12、反応14、意志12
〈知覚〉
＋1
移動速度：6
暗視
特徴
ストーカー・アンブッシュ／追跡者の不意討ち
このドラウのことを見ることができないクリーチャーに対しこのドラウがヒットを与
えたなら、2ポイントの追加ダメージを与える。
標準アクション
mレイピア
（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：4ダメージ。
R ハンド・クロスボウ
（［武器］、
［毒］）◆遭遇毎
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：2ダメージおよび継続的［毒］
ダメージ4（セーヴ・終了）。
マイナー・アクション
クラウド・オブ・ダークネス／闇の雲（［区域］）◆遭遇毎
効果：近接範囲・爆発1の範囲内に、このドラウの次のターン終了時まで持
続する区域が生じる。この雲の区域はこのドラウを除くすべてのクリーチャー
の視線を遮る。この雲の区域の中に完全に入っているクリーチャーは、このド
ラウを除いて皆、盲目状態になる。
【筋】12（＋1）
【敏】16（＋3）
【判】13（＋1）
【耐】14（＋1）
【知】11（±0）
【魅】13（±0）
属性：悪
言語：共通語、エルフ語
装備品：レザー・アーマー、レイピア、ハンド・クロスボウ、毒のボルト×1

シャドウデイル・ドラウの射手（A）2体
レベル1 砲撃役
中型・フェイ・人型
hp：24；重傷値：12
イニシアチブ：＋3
AC15；頑健12、
反応15、
意志13
〈知覚〉±0
移動速度：6
暗視
標準アクション
mレイピア
（
［武器］
）
◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：1d8＋3ダメージ。
rクロスボウ
（
［武器］
）
◆無限回
攻撃：遠隔・20（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d8＋5ダメージ。
R フェリング・ショット／なぎ倒す一射◆再チャージ：初めて重傷になった時
攻撃：遠隔・20（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：2d8＋3ダメージ、
目標は倒れて伏せ状態になる。
マイナー・アクション
R ダークファイアー／闇の火◆遭遇毎
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋6対“反応”
ヒット：このドラウの次のターンの終了時まで、
目標は戦術的優位を与え、不可
視や視認困難の利益を得ることもできない。
技能：
〈隠密〉
＋8
【筋】10（±0）
【敏】16（＋3）
【判】10（±0）
【耐】12（＋1）
【知】11（±0）
【魅】13（＋1）
属性：悪
言語：共通語、エルフ語
装備品：レザー・アーマー、レイピア、クロスボウ、ボルト×20

D

G

D

D
O
A

START
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V
B

D
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常連客たち
ドラウ達は常連客とゲスラ・シルヴァーメインを捕虜として捕ま
えている。常連客たちは恐怖に怯えており、ゲスラはドラウの雑兵
に殴られた後は気絶した振りをしている。デヴァンとブルンディは
降伏しようとしているが、ドッグスブレス老だけはドラウに立ち向
かっている（そしてそれは失敗している）。もしも攻撃がヒットした
場合、これらの宿屋の常連客達は気絶状態になるか死ぬ。どうなる
かは攻撃をした者が選択する。ドラウ達は気絶状態にさせようとす
る。彼らは生き残りを奴隷にしたいからだ。

戦術
ドラウ達は宿の常連達を取り囲み、無防備な彼らを奴隷として連
れていこうとしている。しかし、十分に脅威となる相手に立ち向か
われたなら、戦って殺そうとする。冒険者たちが到着した際、その
中にドラウが居ないなら、彼らは気づき次第攻撃をしてくる。もし
もドラウがいるなら侵入してきたドラウはまず、パーティの中に居
るドラウがヴァラン・ジェイルレがシャドウデイルに置いておいた
スパイかどうかを確かめようとする。冒険者のドラウが攻撃を行な
ったなら、スパイか否かはすぐに判明する。
ドラウの斥候：彼らは他のドラウに先行する。彼らは戦いの中を縫
うようにして移動し、戦術的優位を得ようとする。
ドラウの雑兵：これらの歩兵達はクラウド・オヴ・ダークネスの
中に入り、敵から見えなくなるという利益を得る。それから常連客
の持つランタンをたたき壊し、宿屋を暗闇に叩き込む。多勢に無勢
となったなら、ドラウ達は人質として宿の常連をつかまえ、“冒険者
たちが武器を捨てないなら人質を殺す” というアクションを待機す
る。
ドラウの射手：射手は戦闘ではまずダークファイアーを使用し、味
方に戦術的優位を与えて支援する。それからキャラクター達が近接

展開
第 2 ラウンドが始まる時点で、残りのドラウ（斥候 1 体、射手 1 体、
雑兵 2 体）が地下室からやってくる。

このエリアの情報
明るさ：意識のある宿屋の常連客は、それぞれランタンを持って
いる。そのランタンは周囲 10 マスの範囲を“明るく”照らす。
天井：高さ 10 フィート
地下室：ドラウは背後のトンネルを岩でふさぎ遮断している。ヴ
ァランは反撃を防ぐため、ドラウが侵攻したあとで、アンダーダー
クへの幾つかの入り口を塞ぐように命じたのである。
扉：これらの木製の扉は内側からかんぬきがかけられている。こ
の留め具を外して扉を開けるにはマイナー・アクションを 2 つ必要
とする。
暖炉：火は消えている。暖炉に対して［火］の攻撃が行なわれた時
や、［火］の近接範囲攻撃や遠隔範囲攻撃が暖炉をまきこんだ時には、
再び暖炉に火がつく。灯がともったなら、この暖炉に入るか、その
中で自分のターンを終了したクリーチャーはすべて、［火］ダメージ
5 を受ける。1 体のクリーチャーが 1 ラウンドに 2 回以上このダメー
ジを受けることはない。
家具類：背の低いテーブルを含む宿屋の家具は移動困難な地形と
見なす。

戦闘に入ってこないように、フェリング・ショットを撃つ。
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セッション2：アシャーバの塔
前回のセッションで、冒険者たちはシャドウデイルの古髑髏山亭
を襲ったドラウと戦い、これを退けた。今回のセッションは、冒険
者の一人が調整されたセンディングの儀式による声——シャドウデ
イルの最も有名な住民、伝説の魔術師エルミンスターからの最初の
ひとことふたことを聞き、さあこれからというところで終わってい
た。
センディングの内容をすっかり聞き取るところから、新たなセッ
ションを開始する。声を聞く冒険者を 1 人選ぶこと。前回声を聞き
かけたのと同じキャラクターでもいいし、そのキャラクターと似て
いるが違うキャラクターでもよい。
以下の文章を読み上げること：
あなたは魔法の力が自分を通り過ぎていくのを感じます。一人の老
人の声が話し始めますが、その声を聞き取れるのはあなただけなので
す。
「儂はエルミンスター、で、ドラウどものことで忙しくしておる。奴
らの目的がペンダント・オヴ・アシャーバなのは間違いない。行ってあ
れを“ねじれた塔”から回収してくるんじゃ」
センディングを受け取ったものは、75 字以内で返事をすることが
できる。とはいうものの、エルミンスターは別のことに没頭してい
て返事を聞く余裕などない。
キャラクターたちの知識からであれ、宿屋の常連客からの助言に
よるものであれ、このセンディングの内容が指しているのはシャド
ウデイルを見下ろして聳える古代の建造物、“アシャーバのねじれた

アシャーバのねじれた塔
“ねじれた塔”は、ずっと昔からシャドウデイルを見下ろし続けてき
た。本来はドラウがこの地を支配していたときに建てたものだが、塔
は今ではシャドウデイルの統治者レイディ・アッディ・ウルファー
の居宅となっている。塔の名は、その奇妙な形に由来している。塔
の巨大な基部はちょうど 2 階分の高さがあり、そこから塔はらせん
を描きながら 7 階まで伸びている。
ドラウの襲撃の前、ペンダント・オヴ・アシャーバは塔の一番上
の部屋に保管されていた。冒険者たちは知らないことだが、ジェイ
ルレの精鋭の一団とスパイのマエドラはすでにペンダントを持ち出
し、アンダーダークはザジフェアリンの基地に逃げてしまっている。
キャラクターたちがまっすぐ塔に向かったとしても、すでに宝物は
失われてしまっているのだ。
まだ塔の中にいるドラウたちは、衛兵として残された者たちであ
る。彼らは精鋭のドラウたちがペンダントを持って地下室へ降りて
行ったのは見ているが、さらに大きなジェイルレ家の計画について
は何も知らない。ドッペルゲンガー（詳細については遭遇のテキスト
参照）はもっと多くを知っているが、雇い主を裏切って口を割るぐら
いなら死を選ぶ。
このドッペルゲンガーは、レイディ・アッディ・ウルファーの相
談役マエドラに化けていた。冒険者たちがやってくるのをドラウた
ちが目にしていた場合、ドッペルゲンガーは遭遇のテキストで説明
されている姿ではなく、レイディ・ウルファーに化ける。

シャドウデイルの女領主

塔” のことであることはすぐにわかる。ゲスラはキャラクターたち

ドラウが襲ってきたとき、レイディ・ウルファーはすでに警告を

に、その塔を建てたのはドラウであること、アシャーバ川の船着場

受け、エルミンスターの風車小屋に逃げている。彼女は“ねじれた塔”

として使われていること、そして現在シャドウデイルの女領主、ア

の 2 階部分に住んでおり、彼女の部屋には幻影の壁の裏に特別な脱

ッディ・ウルファーの居宅となっていることを教えてくれる。

出口が設えられているのだ。急いでいたせいで、彼女は塔を登って

ゲスラと宿屋の常連客たちは今のところ安全であり、冒険者たち

ペンダント・オヴ・アシャーバを取ってくることができなかった。

が出かけてしまうと上の階に行って階段の封鎖を始める。塔に向け
て出発する前に、キャラクターたちにはゲスラから物資を買う機会

2 度目のセンディング

がある（彼女は皆が戻ってくるまで快く支払いを待ってくれる）。
冒険者たちが出発の準備を整えたら、以下の文章を読み上げること：
通りを走りまわっていたドラウや町の人々はいなくなっています。遠
くのほうで、空に様々な色の閃光がひらめきます——おそらくエルミン
スターがドラウと戦っているのでしょう。“アシャーバのねじれた塔”へ
向けて皆さんが取るべき道はこれではっきりとわかります。

さらに演出を加えるには、最初のセンディングを受け取ったの
と同じキャラクターが、再びエルミンスターの声でセンディングを
受け取ることにする。
「あれを塔に置いとくなとアッディには言っと
ったのだが、聞きいれやせん。いくら儂でもそれ以上責任は持て
んよ。はっ！」

エルミンスター
明かり
ドラウたちは暗闇でも戦えるので、本アドベンチャーの大部分
においては、
キャラクターたちは自分で光源を持っていると考えら
れる。特に、読み上げ文はすべて、冒険者たちに周囲が見えてい
ることを前提としている。熟練のダンジョン探索者にとって光源の
維持は困難なものであるはずがないが、ともあれキャラクター作
成時に光源を持たせていなかったのなら、キャラクターたちには
ランタンか松明を買うべきことを思い出させること（一番簡単な
のはゲスラに忠告させることだ）。
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大魔術師にして、かつてのミストラのチョウズンであるエルミン
スター・オーマーは、大変動を見、また長年にわたって彼自身に降
りかかった凄まじい危険と直面してきた。ミストラが死んだとき、彼
の影響力は大幅に低下した。現在彼はシャドウデイルのはずれの風
車小屋に住み、かつてよりはずいぶんと隠遁した生活を送っている。
カーラ・スルウッドは数度にわたって彼のもとに押しかけ、そして
彼は彼女の言うことの半分は信じるまでに彼女を信用している。

ジェイルレのドラウがシャドウデイルをうろつき出し、そしてエ

セッションの終了

ルミンスターはこの脅威を止められるのは唯一自分だけであると信

戦闘が決着したら、キャラクターたちは塔を探索したり、ドラウ

じている。彼はカーラ・スルウッドから行き会った冒険者たちのこ

を尋問したりしつつ小休憩を取ることができる。どちらにしろ、彼

とについて聞き、自分が忙しくしている間にペンダント・オヴ・ア

らはペンダント・オヴ・アシャーバが失われていることを知る。

シャーバを持ってくるようにとその冒険者たちにむけてセンディン
グの儀式を執り行なったのである。現在の自分の仕事のほうが重要

キャラクターたちが探索している際、以下の文章を読み上げること：

なのだと思いつつも、ペンダントがドラウたちの手に落ちるのがど

ドラウの後を追う皆さんは、彼らが“ねじれた塔”を通過していった経

んなに危険かということを彼は理解している。

路をすぐに追うことができます。入り口となりうるのは地下室だけ、そ

実のところ、ペンダントを盗むことなどヴァラン・ジェイルレの

こから足跡は階段を上り、釘で打ちつけられた扉をいくつも抜けていき

計画のほんの一部分なのではないかと彼は疑っている。ヴァランと

ます。二階のレイディ・ウルファーの部屋には目もくれず、ドラウたち

その野望について聞き及んだ様々な事実に基づき、このペンダント

は最上階を目指しています——そこには扉を蹴り破られた空っぽの部

を奪うことで彼は陽動を仕掛けようとしたのではないかとエルミン

屋があるばかり。

スターは勘繰ったのだ。ヴァランは自分がペンダントを守りに出て
くることを狙っているのだろう、そして自分が“ねじれた塔”にかかり

塔をくまなく探しましたが、ペンダント・オヴ・アシャーバはどこ
にもありません。

きりになっている間にかのドラウのウィザードはシャドウデイルを
奪うつもりなのだろうとエルミンスターは考えているのだ。
ペンダント・オヴ・アシャーバがドラウの支配下に入ったなら、
次の襲撃はたとえ奇襲でなかったとしてもより成功しやすくなるだ
ろうということは、ヴァランもエルミンスターも知っている。

塔への接近

このセッションはここで終わる。ドラウたちが地下室から上がっ
てきた経路は開け放たれており、冒険者たちが入っていくべきアン
ダーダークへの道が口を開けている。

報酬
キャラクターたちはそれぞれ、ドラウの衛兵たちとドッペルゲン

冒険者たちは正面玄関からでもアシャーバ川の船着場からでも
“ねじれた塔”に入ることができる。船着場経由だと経路は面倒だが、

ガーを倒したことに対して 250XP を獲得する。
宝物：合計すると、ドラウたちはキャラクター 1 人につき 25gp 相

ドラウはこちら側の入り口はあまりしっかりと見張ってはいない。

当の貨幣と宝石を持っている。ドッペルゲンガーは、レイディ・ウ

冒険者たちが船着場に行くために小舟がほしいと言ったなら、ど

ルファーから盗んだ、キャラクター 1 人につき 10gp 相当の価値のあ

こに行けば手に入るかはゲスラが教えてくれる。小舟を操るのに判

る宝飾品と、P.3 の宝物表からランダムな魔法のアイテムを 1 つ持っ

定は不要である。キャラクターたちは泳いで船着場まで行ってもよ

ている。

い。
冒険者たちがこっそりと塔に近づいたなら、彼らは塔の衛兵たち
に対して不意討ちを仕掛けられるかもしれない。衛兵たちは正面玄
関に注意を集中している。衛兵たちの受動〈知覚〉に対抗して、冒険
者たちに集団〈隠密〉判定をさせること。
もし一人の冒険者が先行するとか、あるいは二手に分かれて両方
の入り口に同時に近づくなどの場合は、同じ難易度を用いて個々に
判定をさせること。この場合、ある冒険者は不意討ちが可能で他の
ものはできないといった状況になる。
〈隠密〉
（難易度 19）：冒険者たちは気づかれることなく正面玄関
から塔に入ることができる。
〈隠密〉
（難易度 12）：冒険者たちは川から船着場を経由して、見
られることなく塔に近づく。
冒険者たちが〈隠密〉判定を行ない、塔に近づいて行くところで、次
ページの『塔の防衛』の戦闘遭遇を開始すること。

集団判定
集団判定を行なう際には、個々の冒険者に提示された難易度
に対してロールさせること。少なくとも半数のキャラクターが成功
したなら、その集団は集団判定に成功したことになる。集団技
能判定については、『ルールズ・コンペンディウム』のP.128に詳
述されている。
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塔の防衛
遭遇レベル 2

セットアップ
ドッペルゲンガーの闇討ち屋（D）

1体

シャドウデイル・ドラウの神殿守備兵（T） 3 体
シャドウデイル・ドラウの密告者（I）

2体

キャラクター達がどのように塔へ近づくかに基づいて、塔の正面
入り口（地図の南西の角）か船着場（地図の北東の角）のどちらかにキ
ャラクター達を配置する。
敵は、キャラクター達がその敵を視認した時にのみ配置すること。
冒険者たちが正面入り口から近づくなら、ドラウの神殿守護兵 1 体
と、ドッペルゲンガーを配置する。一方、冒険者たちが河からのル
ートをとるのであれば、ドラウの密告者 1 体とドラウの神殿守護兵
を配置する。他の敵はキャラクター達の視界に入ってきた時に初め
て出現する。
キャラクター達が正面入り口から入ったなら読み上げること：
ひどくいたんだ扉がきしんで開きます。塔の中は漆黒の闇です。
キャラクター達が船着場の方から入ったなら読み上げること：
進入路には阻む物はなにもなく、微かな月光に照らされて、広い玄
関が前方に広がっています。
近づいてくる冒険者たちを発見したかどうかに従い、ドラウの行
動を描写すること。
冒険者たちがエリアの中央までやってきたら読み上げること：
部屋の中央には小さな墓があります。
それは昔のシャドウデイル領主
の遺物を収めるために作られたもののようですが、今は穢されてしまっ
ているようです。北の方には下り階段があります。
キャラクター達が上り階段を見たなら読み上げること：
小さな上り階段は踊り場につながっており、
踊り場の端は一対の重厚
な扉となっています。その扉は閉じて釘付けされているようです。

ドッペルゲンガー
このドッペルゲンガーは、レイディ・ウルファーの相談役マエド
ラに化けた後、ヴァラン・ジェイルレの策謀の一環としてシャドウ
デイルの領主である彼女に、ペンダント・オヴ・アシャーバを安全
のためこの塔の最上部へ隠すよう説得した。このドッペルゲンガー
は現在ペンダントを奪取してきた精鋭のドラウたちを追う侵入者を
退けるため、ドラウの護衛達とともに行動している。
この場にいる護衛が冒険者たちがやってくるのを発見したなら、
ドッペルゲンガーはチェンジ・シェイプを使ってレイディ・ウルフ
ァーの外見となる。発見していない場合は、マエドラの姿のままで
ある。レイディ・ウルファーは中年の女性で、灰色の髪をしている。
マエドラはレイディ・ウルファーよりも年若く、髪の毛は短い。
どちらの姿であれ、ドッペルゲンガーはドラウに人質として囚わ
れている振りを装い、”私”の身の安全のため、冒険者たちにこの場を
去ってほしいと懇願する。冒険者たちが攻撃を仕掛けたら、ドッペ
ルゲンガーは戦闘に参加する。
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ドッペルゲンガーの闇討ち屋（D）
レベル3 遊撃役
中型・自然・人型生物
（変身生物）
hp：45；重傷値：22
イニシアチブ：＋6
AC17；頑健14、反応16、意志15
〈知覚〉
＋2
移動速度：6
標準アクション
mショート・ソード
（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d6＋6ダメージ
（このドッペルゲンガーが目標に対して戦術的優位を
得ていたなら、2d6＋6）。
マイナー・アクション
チェンジ・シェイプ／形態変化（［変身］）◆無限回
効果：ドッペルゲンガーは自分の肉体的な外見を変化させ、再びチェンジ・シ
ェイプを使用するか、ヒット・ポイントが0になるまでの間、中型サイズの人型
生物の姿を取る。特定個人の姿を取るためには、
ドッペルゲンガーはその個
人を見たことがなければならない。他のクリーチャーはその変装を見破るため
に難易度30の
〈看破〉判定を行なうことができる。
M シェイプシフター・フェイント／変身生物の不意討ち◆無限回（1ラウンド1回
のみ）
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対“反応”
ヒット：目標はこのドッペルゲンガーに対し、次のこのドッペルゲンガーのターン
終了時まで戦術的優位を与える。
技能：〈隠密〉＋9、
〈看破〉＋7、
〈はったり〉＋8
【筋】11（＋1）
【敏】16（＋4）
【判】12（＋2）
【耐】13（＋2）
【知】10（＋1）
【魅】15（＋3）
属性：悪
言語：共通語
装備：ショート・ソード
シャドウデイル・ドラウの密告者（I） 2体
レベル1 奇襲役
中型・フェイ・人型
hp：25；重傷値：12
イニシアチブ：＋7
AC15；頑健12、反応14、意志13
〈知覚〉
＋1
移動速度：6
暗視
標準アクション
mダガー
（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：2d4＋3ダメージ、このドラウが攻撃した時目標に対してこのドラウが不
可視であるなら4d4＋6。
ヴァニッシュ／姿消し
（［幻］）◆無限回
効果：このドラウは不可視となり、それから3マスのシフトを行なう。彼は次の
自分のターンの終了時か、攻撃をヒットさせるかミスするまで不可視のままであ
る。
マイナー・アクション
クラウド・オブ・ダークネス／闇の雲（［区域］）◆遭遇毎
効果：近接範囲・爆発1の範囲内に、このドラウの次のターン終了時まで持
続する区域が生じる。この雲の区域はこのドラウを除くすべてのクリーチャー
の視線を遮る。この雲の区域の中に完全に入っているクリーチャーは、このド
ラウを除いて皆、盲目状態になる。
技能：〈隠密〉＋8、
〈軽業〉＋8、
〈盗賊〉＋8
【筋】13（＋1）
【敏】16（＋3）
【判】12（＋1）
【耐】13（＋1）
【知】12（＋1）
【魅】14（＋2）
属性：悪
言語：共通語、エルフ語
装備品：黒いクローク、ダガー

シャドウデイル・ドラウの神殿守備兵（T） 3体
レベル2 兵士役
中型・フェイ・人型
hp：38；重傷値：19
イニシアチブ：＋5
AC18；頑健15、
反応14、
意志13
〈知覚〉＋7
移動速度：6
暗視
標準アクション
mロングスピア
（
［武器］
）◆無限回
攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：1d10＋5ダメージ。
M スウィーピング・ストライク／転倒打撃
（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：1d10＋5ダメージ。さらにこのドラウは目標を1マス横滑りさせるか、倒
して伏せ状態にすることができる。
マイナー・アクション
R ダークファイアー／闇の火◆遭遇毎
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋5対“反応”
ヒット：このドラウの次のターンの終了時まで、
目標は戦術的優位を与え、不可
視や視認困難の利益を得ることもできない。
トリガー型のアクション
M エンゲージング・ストライク／交戦打撃
（［武器］）◆無限回
トリガー：隣接する敵1体がシフトを行なう、あるいはこのドラウを目標に含まな
い攻撃を行なう。
効果（即応・割込）
：ドラウはトリガーを発生させた敵に対してスウィーピング・
ストライクを使用する。
技能：
〈威圧〉
＋6、
〈運動〉＋9
【筋】17（＋4）
【敏】14（＋3）
【判】13（＋2）
【耐】14（＋3）
【知】11（＋1）
【魅】11（＋1）
属性：悪
言語：共通語、エルフ語
装備品：スケイル・アーマー、ロングスピア

戦術
ドッペルゲンガーの闇討ち屋：このドッペルゲンガーは戦闘に参加
する場合は、シェイプシフター・フェイントを使うか、戦術的優位
を得るために挟撃を試みる。戦いが不利になってきたなら、ドッペ
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このエリアの情報
明るさ：なし
天井：高さ 15 フィート。
扉：塔の正面にある扉はドラウ達の攻撃により打ち破られている。

ルゲンガーは逃走する。このクリーチャーがヴァラン・ジェイルレ

今のところ閉じてはいるが、蝶番にようやくぶら下がっているとい

の目論見に乗っているのは金銭ずくであり、死んだら金は使えない

う有様である。船着場の方には扉はない。

のである。
ドラウの神殿守護兵：これらの神殿守護兵は冒険者が地下室へ向
うのを防ごうとする。彼らは、自分達が戦いを長引かせれば長引か
せるほど、精鋭のドラウたちが安全にペンダント・オヴ・アシャー
バを手に入れるための時間が稼げることを良く理解している。
ドラウの密告者：このトリッキーな戦士達は戦いに飛び込む前に
不可視となる。そして最初に攻撃を行なった後はクラウド・オヴ・
ダークネスを使用して冒険者たちから身を守る。

墓：この丈の低い墓は移動困難な地形である。その蓋を持ち上げ
るには、難易度 20 の〈運動〉判定が必要である。その中には人型生物
の死体が残っているが、価値のあるものは何も無い。
窓：数ある窓の内いくつかには雨戸があって閉じており、それは
地図に示してある。窓は 1 回のマイナー・アクションとしてい開く
ことができる。
階段：北に向って降るこの階段は、この塔の地下室入り口の扉に
つながる。このエリアについては次のセッションで扱う。西にある
短い上り階段はこの塔の上の階につながる。踊り場にあるドアは釘
で打ち付けられているが、難易度 20 の〈運動〉判定に成功すれば開く
ことができる。
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セッション3：塔の地下へ
前回のセッションで、冒険者たちは“アシャーバのねじれた塔”の 1
階にいた衛兵たちを倒した。戦いが済み、すべてが一瞬静まり返っ
たかに見えた。
上階へ続く扉は打ちつけられていたが、開けることができる（前回
の遭遇参照）。冒険者たちが周囲を調べたなら、2 階にはレイディ・
アッディ・ウルファーの部屋があるのがわかる。その上の塔の上の
階層はほとんど打ち捨てられた状態であり、キャラクターたちは難
なくドラウの侵入者たちの足跡を辿って塔の最上階まで行き、降り
てくることができる。ペンダント・オヴ・アシャーバはどこにも見
当たらない。
さらにもう少し調べれば、キャラクターたちはドラウの足跡が地
下室の扉へと続いているのを見つける。
冒険者たちが地下室に入ったら、以下の文章を読み上げること：
空気はかび臭く、ひんやりとしています。作りつけの家具や敷石をほ
こりが覆っているので、遠くからでもドラウたちの通った足跡がはっき
りと見えます。

地下室の探索
“ねじれた塔”の地下の回廊や広間は、長いこと変わりもせず、手入
れもされてこなかったようだ。ここには上の階よりも、ドラウの時
代の名残がはっきりと残っている。
地下室の上のほうは手入れをされ、塔の住民に使用されてきた。シ
ャドウデイルの女主人に仕えていた者たちはこれらの回廊のことを
それなりに知っているが、ここを使う頻度は昔にくらべてずいぶん
と落ちている。納骨堂を除き、地下室の上の階層にはシャドウデイ
ルの人々にも冒険者たちにも興味をひくものはない。
地下室の下の階層に気づいていた者はほとんどいない。レイデ
ィ・ウルファー、彼女が最も信頼する相談役、そしてエルミンスタ
ーだけがこのトンネルのことを熟知している。ドラウたちがシャド
ウデイルを支配していたころからほとんど手を加えられていない、
この下の階層の通路は、ザジフェアリンへと続くアンダーダークへ
のトンネルに直結している。

納骨堂
この部屋の壁には、シャドウデイルのかつての領主や女領主たち
の亡骸をおさめた石棺がずらりと並んでいる。墓碑の年代はアシャ
ーバその人の時代まで遡れるが、彼の棺には彼の実際の亡骸はおさ
められていない（他のいくつかの石棺も同様に空である）。
墓のほとんどは再建されており、そのため多くの墓が示されてい
る年代よりも新しいものに見える。もとあった墓は呪文荒廃の少し
前に闇の軍勢がシャドウデイルを占拠したときに破壊されたのであ
る。

16

冒険者たちが地下室を探索しているときに、以下の文章を読み上げる
こと：
地下室の部屋はほとんど使われていなかったようで、
ドラウたちの足
跡がくっきりと残っています。足跡は墓石の並ぶ大きな部屋へと続いて
います。この部屋の床にはほこりや瓦礫はありません。おそらく何らか
の護りの魔法が働いていたためでしょう。そのため、ここでは足跡はな
くなっています。この部屋は行き止まりで、ドラウたちが脱出したと思
しき出口は見当たりません。
墓石の両側には名前、誕生日、そして没した日が彫りこまれています。
アシャーバ卿の墓がもっとも古く、そしてもっとも大きなものです。
これらの墓がかつてのシャドウデイルの領主たちのものであるこ
とに冒険者たちが気づかなかったなら、難易度 8 の〈歴史〉判定に成
功した者にその情報を教えること。

隠し通路
納骨堂の中には地下室のより深い層への隠された入口がある。ア
シャーバの棺はドラウのシャドウデイル支配の終焉の象徴として、
ここに据えられ、そして下へのトンネルを封鎖している——それが
ために地下の安全ならざる地下墓地へは誰も入れなくなってしまっ
ているのだが。
アシャーバの棺の基部はスライドして開くが、隠された入口は魔
法的に封印されている。アシャーバは水の魔術師であり、地下への
入口を露わにするには、彼の墓に混じりけのない水を注がねばなら
ない。
以下の技能判定は、プレイヤーたちがこの隠し扉の起動方法を正
しく推測するための手がかりとして使用できる。
〈魔法学〉
（難易度 12、魔法感知）：キャラクターたちは部屋の中
で、プレスティディジテイションの呪文とよく似た魔法的な効果が
活性化し、この場所をきちんと整えているのを感じることができる。
アシャーバの墓にもある種の魔法的なセンサーが付与されており、
それは棺に彫り込まれた溝につながる盃のような受け口で最も強く
なっている。
〈魔法学〉
（難易度 19、魔法感知）：キャラクターたちは難易度 12
の判定で得られる情報を得、さらにそのセンサーが水により起動さ
れることを知る。
〈歴史〉
（難易度 12）：アシャーバは水の魔術師にしてシャドウデ
イルの最初の領主である。寿命の終りを迎えた時、彼はウォーター・
エレメンタルに姿を変え、現在では彼の名を冠している川へと溶け
込んでいった。
〈知覚〉
（難易度 12、そのキャラクターがアシャーバの墓を特定して捜
査しているのであれば難易度 8）：アシャーバの墓の基部にある細い
刻み目からすると、ここには隠し扉があるとわかる。

冒険者たちが通路を開けたら、以下の文章を読み上げること：水が受
け口を満たすと、石の棺は脇に回転してずれ、暗闇の中へと降っていく
螺旋階段が現れます。その階段は埃と蜘蛛の巣で覆われ、その上を何
十もの足跡が下へと降っていっているのです。

報酬
セッションの終了時に、キャラクターたちはそれぞれドラウとス
ケルトンを倒したことについて 250XP を獲得する。
宝物：ドラウの族霊使いのアンセスター・クラスプはもはや魔法
的効果を有さないが、キャラクター 1 人あたり 20gp 相当の価値はあ

冒険者たちが階段を下り始めたら、P.18 の『死者の殿堂』へ進むこ
と。

る。族霊使いはさらに、トーテムを使用するキャラクターなら誰で
も持つことが可能な魔法のアイテム、＋ 1 トーテム・オヴ・トレイ
ルブレイジングを持っている。ドラウたちは冒険者 1 人あたり 20gp

セッションの終了
キャラクターたちは進む前に小休憩を取ることができる。そして
彼らがいよいよ出発しようというとき、カーラ・スルウッドと彼女
の仲間のサリネルがその場に瞬間移動してくる。
キャラクターたちが行動の準備を整えたところで、以下の文章を読み
上げること：
閃光が部屋じゅうを照らし出します。その光が消えると、若い人間の
女性と男性のエルフが飛び散った灰で描かれた円の中に立っています。
女性は血に濡れたロングソードを携え、ぼんやりと周囲を見回していま
す。それは昨夜“古髑髏山亭”にいたカーラ・スルウッドだと皆さんは気
づきます。

ぶんに相当する貨幣を持っており、さらに埋葬用の壁龕から魔法の
アイテムが 1 つ見つかる。P.3 の宝物表をロールすること。

トーテム・オヴ・
トレイルブレイジング

Totem of Trailblazing／草踏み分けるトーテム

レベル2
レベル7
レベル12

＋1
＋2
＋3

520gp
2,600gp
13,000gp

レベル2＋ コモン

レベル17 ＋4
レベル22 ＋5
レベル27 ＋6

65,000gp
325,000gp
1,625,000gp

装具：トーテム
強化ボーナス：攻撃ロールおよびダメージ・ロール
クリティカル：プラスの数値ごとに＋1d6ダメージ
特性：使用者は
〈自然〉判定にこのトーテムの強化ボーナスに等しいアイテム・ボ
ーナスを得る。

FR ANCIS TSAI

このセッションはここで終わる。
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死者の殿堂

展開
族霊使いは叫んだ後ただちにアンセスター・クラスプをフリー・

遭遇レベル 2

アクションで起動する。すると、彼女の銀のネックレスから白いオ
パールが地面に落ちる。そのオパールは砕けて白い靄を放ち、その

セットアップ
シャドウデイル・ドラウの族霊使い（T）

1体

シャドウデイル・ドラウの射手（A）

3体

靄は部屋を満たしてゆく。そして上段のエリアにある 8 つの棺から
スケルトン達が起き上がるのだ。
この白い靄は第 2 ラウンド以降も、毎ラウンド族霊使いのイニシ

ぽんこつスケルトン
（以下参照）

アチブ順で広がり続ける。第 2 ラウンドでは、中央の部屋にある 3 つ

地下室のこの部分は 4 つの階層から成る。入り口近くの小さな段
部分は下にあるより大きな小部屋へとつながっている。そこから降
りる階段は二つめの小部屋に、そしてそこからはさらに別の階段が、
奥にある広いホールへとつながっている。
そして、この小部屋の中をドラウの小部隊が探索している。ドラ
ウの族霊使いはドラウの死体を集めている。彼女はアンセスター・
クラスプ——ザジフェアリンが開発した死んだドラウを奴隷として
復活させる魔法のアイテムを持っている。

この場所に積もった埃の上にはいくつものドラウの足跡が残されて
います。この一段高い入り口からは2つの階段が大きな部屋へと続いて
へきがん

います。部屋の上の段、下の段の両方にあるアルコーヴ（壁龕）には太
古の棺が置かれています。幾つかは開かれて古く、また幾つかは未だ
に封じられており、埃と蜘蛛の巣のとばりに覆われているのです。
南にはもう少し長い階段があり、
暗闇の中へと下っています。女性の
ドラウがその階段を下りていきます。彼女の纏う黒地のローブには、鮮
やかな朱色の砂時計模様がちりばめられています。彼女はまた、白い
オパールを中央にはめこんだ銀のネックレスを首から下げており、手に
は蜘蛛の形を象った、メイスのような石造りのトーテムを携えていま
す。君たちを視界に捕えると、彼女はくるりと振り向いてなにやらエル
フ語で叫びます。その声は静寂を貫いて響き渡ります。
エルフ語を話すキャラクターがいたなら読み上げること：
「侵入者たちが、上の階の役立たずどもを突破してきおったわ。矢に
わらわ

て加勢せよ。我らが誉れある死人の怒り、妾があやつらめに見せてく
れようぞ！」
蜘蛛の族霊使いが死んだなら読み上げること：
ドラウの蜘蛛の形をしたとトーテムががちゃりと地面へ落ちます。彼
女が共通語で囁くたび、口から血が零れます。
「いずれ簒奪者が妾の命
を奪うだろうことは、わかっておった。おぬしがヴァラン・ジェイルレ
に会ったなら伝えるがよい。妾が次の世にてナイフを手に待っておると
な！」
ドラウの冒険者や、〈歴史〉技能を訓練しているキャラクターであ
ればヴァラン・ジェイルレが何ものか知るチャンスがある。詳細に
ついては、セッション 5：『ヴァランの逆襲』を参照すること。この時
点でキャラクター達がヴァランの名について知ることができなくて
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部屋からさらに3体のスケルトンが出現する。そして第4ラウンドで
は最下段の部屋から 3 体のスケルトンが出現し、そして最後のラウ
ンドである第 5 ラウンドにさらに 3 体出現する。
スケルトン達のイニシアチブは全員同じである。初めてスケルト
ンが出現したときにロールを行なうこと。スケルトンはその最初の
ターンは、棺（開いているか閉じているかを問わず）から隣のマスに
出てくるのに 1 回の移動アクションを消費しなければならない。
〈魔法学〉
（難易度 13、フリー・アクション）：キャラクターはこの

パーティがこのエリアに侵入した時点で以下の文章を読み上げること：

も、そちらのセッションで知ることができる。

のアルコーヴからスケルトンが立ち上がる。第 3 ラウンドでは同じ

靄を調べ、どのようにすればこの魔力を操作してひろがる速度を遅
くできるかについて、直感を得ることができる。
〈魔法学〉
（難易度 13、標準アクション；難易度 20、マイナー・アク
ション）：この靄の拡散とさらなるスケルトンの出現を 1 ラウンド遅
らせる。この判定を行なえるのは、最初の〈魔法学〉判定に成功した
後のみである。〈魔法学〉を修得したキャラクターならば、それぞれ
この判定を 1 ラウンドに 1 回試みることができる。
シャドウデイル・ドラウの射手（A）3体
レベル1 砲撃役
中型・フェイ・人型
hp：24；重傷値：12
イニシアチブ：＋3
AC15；頑健12、反応15、意志13
〈知覚〉
±0
移動速度：6
暗視
標準アクション
mレイピア
（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：1d8＋3ダメージ。
rクロスボウ
（［武器］）◆無限回
攻撃：遠隔・20（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d8＋5ダメージ。
R フェリング・ショット／なぎ倒す一射◆再チャージ：初めて重傷になった時
攻撃：遠隔・20（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：2d8＋3ダメージ、
目標は倒れて伏せ状態になる。
マイナー・アクション
R ダークファイアー／闇の火◆遭遇毎
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋6対“反応”
ヒット：このドラウの次のターンの終了時まで、
目標は戦術的優位を与え、
不可
視や視認困難の利益を得ることもできない。
技能：〈隠密〉＋8
【筋】10（±0）
【敏】16（＋3）
【判】10（±0）
【耐】12（＋1）
【知】11（±0）
【魅】13（＋1）
属性：悪
言語：共通語、エルフ語
装備品：レザー・アーマー、レイピア、クロスボウ、ボルト×20

ぽんこつスケルトン
レベル1・雑魚・遊撃役
中型・自然・自律体（アンデッド）
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない
イニシアチブ：＋5
AC16；頑健13、
反応14、
意志13
〈知覚〉＋2
移動速度：6
暗視
完全耐性：
［毒］
、
［病気］；抵抗：
［死霊］10；脆弱性：
［光輝］5
標準アクション
mロングソード
（
［武器］
）
◆無限回
効果：このスケルトンは攻撃の前に1マスのシフトを行なえる。
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：4ダメージ。
rショートボウ
（
［武器］
）
◆無限回
効果：このスケルトンは攻撃の前に1マスのシフトを行なえる。
攻撃：遠隔・20（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：3ダメージ。
【筋】15（＋2）
【敏】17（＋3）
【判】14（＋2）
【耐】13（＋1）
【知】3（ー4）
【魅】3（ー4）
属性：無属性
言語：——
装備：ロングソード、ショートボウ、アロー×20
シャドウデイル・ドラウの族霊使い（T）
レベル3 制御役
中型・フェイ・人型
hp：46；重傷値：23
イニシアチブ：＋2
AC17；頑健14、
反応16、
意志15
〈知覚〉＋8
移動速度：6
暗視
特徴
O ダークパクト・モビリティ／暗黒契約の機動◆オーラ5
このオーラの範囲内にいる重傷の味方は、減速状態および動けない状態に対
するセーヴィング・スローには自動的に成功する。
標準アクション
mトーテム・バイト／噛みつく族霊
（［毒］、
［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d6＋3ダメージおよび継続的［毒］
ダメージ5（セーヴ・終了）。
R ヴェノム・レイ／毒光線
（［装具］、
［毒］）◆無限回
攻撃：遠隔・5（クリーチャー1体）；＋6対“反応”
ヒット：1d12＋5［毒］
ダメージ、および目標は自分の次のターンの終了時まで
動けない状態となる。
マイナー・アクション
スパイダー・スウォーム／蜘蛛の大群
（［区域］、
［毒］）◆再チャージ：5 6
効果：近接範囲・爆発2爆発の範囲内に遭遇の終了時、あるいはこの族霊
使いがもう一度スパイダー・スウォームを使用する持続する区域が生じる。
この区域の中にいる間、敵は戦術的優位を与える。またこの区域の中でター
ンを終了した敵はすべて、
［毒］
ダメージ5を受ける。
技能：
〈威圧〉
＋9、
〈運動〉＋10
【筋】11（＋1）
【敏】12（＋2）
【判】14（＋3）
【耐】14（＋3）
【知】18（＋5）
【魅】16（＋4）
属性：悪
言語：共通語、エルフ語
装備品：ローブ、
トーテム

戦術
ドラウの族霊使い：族霊使いはスパイダー・スウォームを使い、冒

START
AREA

T

A
A
A

このエリアの情報
明るさ：暗い。
天井：各段において天井の高さは 15 フィート。
棺：ドラウはこれらの石造りの棺を、彼らがこの塔を支配してい
た時に造り上げた。アシャーバの塔の人間の住人は、これらの死体
を十分な畏敬を持って取り扱いはしなかった。ほとんどの棺はすで
に漁られている。族霊使いによって復活させられたスケルトン達は
棺をはね除けて出現する。

テーマ：
アンダーダーク・アウトキャスト
冒険者たちのうち誰かがアンダーダーク・アウトキャストのテーマ
を選んでいたなら、ぽんこつスケルトン達はそのキャラクターがア
ウトキャストであることを感じとる。君はこのことを、
キャラクターの

険者がこのエリアに入ってくるのを遅らせ、スケルトンに包囲させ、

役割に対応して二つのやり方で表現できる。つまりアウトキャスト

そしてドラウの射手に近づけないようにする。

は避けられるため、スケルトン達もそのアウトキャストを攻撃する

ドラウの射手：射手達は冒険者たちのいる下の段にとどまって距
離を取り、スケルトンとの接近戦を通して矢を射込む。

のを避けるのだ。また、
そのアウトキャストが防衛役であるなら、
ぽ
んこつスケルトン達はそのアウトキャストにマークされているかの

ぽんこつスケルトン：自身の死と人間がこの塔を占拠したことへの

ように振る舞うのである（訳注：実際に“マークされた状態”の効

怒りに満たされ、このドラウのスケルトン達は獰猛に戦い、冒険者

果を受けるわけではないが、他のPCよりも優先してその防衛役

たちを生きているドラウへ近づけないようにする。

を攻撃する）。
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セッション4：
アンダーダークへ

同行キャラクター
カーラとサリネルは本遭遇における同行キャラクターとして動く。
彼らのデータは以下のとおりである。このデータ・ブロックをコピ

前回のセッションで、冒険者たちはアシャーバの塔の地下のドラ

ーし、プレイヤーたちがこの 2 人のキャラクターを運用できるよう

ウたちの古い埋葬室へと続く道を見つけ、骸骨のアンデッドを呼び

にすること。誰も彼らの運用をしたがらなかった場合のみ、DM が彼

起こしたドラウの蜘蛛の族霊使いを打ち払った。そのすぐ後に、カ

らを運用する。プレイヤーたちが同行キャラクターの運用を行う場

ーラ・スルウッドと彼女のエルフの仲間であるサリネルがその場に

合、遭遇中の彼らの行動について説明すること（遭遇の『戦術』の項目

瞬間移動してきたところである。

を参照）。プレイヤーはカーラとサリネルがしたいと思っていること
を尊重して彼らを運用しなければならない。

セッションの開始時に以下の文章を読み上げること：
閃光が部屋じゅうを照らし出します。その光が消えると、若い人間の
女性と男性のエルフが飛び散った灰で描かれた円の中に立っています。
女性は血に濡れたロングソードを携え、ぼんやりと周囲を見回していま
す。それは昨夜“古髑髏山亭”にいたカーラ・スルウッドだと皆さんは気
づきます。
エルフはカーラに目をやり、笑って言います。
「瞬間移動は初めてで
すか？」
「ええ、初めてです。エルミンスターは事前に警告ぐらいしてくれた
っていいのに」それから女性は皆さんを見、そして言います。
「待って、
あなたがたには見覚えがあります。宿屋にいた人たちですね。エルミン
スターの呼び出しに答えたほかの連中というのはあなたがたのことで
すか？」
冒険者たちと話すうちに、カーラは自分がシャドウデイルの通り
にいてエルミンスターの傍でドラウと戦っていたこと、そして件の
魔術師がダークエルフの群に対して強力な呪文を使うのを見たこと
を説明する。彼らの最後の戦いの決着がつきそうになった時、エル
ミンスターが彼女に向かって叫んだのだ。「ほかの連中を助けてや
れ。奴らは地下であんたを必要としとる。ここは儂が片付ける」そし
て彼は、彼女と彼女の同行者を瞬間移動させたのである。
カーラはエルフの名をサリネルと紹介し、コーマンソー森出身の
斥候だと言う。彼は 2 年間、彼女の助手兼護衛として彼女に仕えて
きたのである。
この場所について彼女に説明するものがいなかった場合、カーラ
はこの埋葬室は“ねじれた塔”の地下であろうと類推する。他のシャド
ウデイルの人々と同様、彼女も地下室のより深い層については気づ
いていなかったが、すぐにこここそドラウが侵攻してきた場所であ
ろうと理解する。シャドウデイルの真の指導者はこの広間を再び取
り戻さねばならぬのだと彼女は心に銘記する。この町がこの危機を
乗り切れたならの話だが。
冒険者たちがカーラにペンダント・オヴ・アシャーバを探してい
ることを言ったなら、彼女はなんとしてでも手助けしますと強く言
う。彼女はペンダントとそれが強めている魔法の護りについて熟知
しているのだ。
冒険者たちと新たな仲間が塔の地下のいくつもの部屋を奥へ奥へ
と進んでいくにつれ、彼らはアンダーダークへと近づいてゆく。周
囲は摩耗したダンジョンの回廊というよりは、より自然の洞窟に近
いものになってゆく。
ほどなく、パーティー一行は両開きの大扉で締め切られた大きな
部屋へと続く階段へと到達する。行く手を塞ぐ扉には、1 体の不気味
な蜘蛛の姿が浮き彫りになっている。P.22 の戦闘遭遇『蜘蛛の門に
て』に進むこと。
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プレイヤーたちがカーラとサリネルの運用をしない場合でも、DM
は同行キャラクターとしての彼らのロールをすることができる。
カーラ・サルウッド、
人間のナイト
レベル3 防衛役
中型・自然・人型
hp：40；重傷値：20；回復力：10
イニシアチブ：＋1
AC20；頑健17、反応15、意志15
〈知覚〉
＋2
移動速度：5
特徴
O ディフェンダー・オーラ／防衛のオーラ◆オーラ1
このオーラ内で、カーラあるいは“彼女の仲間でディフェンダー・オーラを起動
している者”を目標としない攻撃を行なうすべての敵は攻撃ロールに−2のペナ
ルティを受ける。“マークされた状態”の敵はこのオーラの対象にならない。
標準アクション
mロングソード
（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋10対AC
ヒット：1d8＋4ダメージ。
マイナー・アクション
ハンマー・ハンズ／槌手撃◆無限回
効果：カーラは“槌手撃”の構えを取る。この構えが終了するまでの間、ロング
ソードを敵にヒットさせたならカーラは、フリー・アクションとしてその敵を1マ
ス押しやり、その後その敵に隣接するマスまで1マスのシフトを行なえる。
移動アクション
バトル・リーダー／戦闘指揮
効果：近接範囲・爆発 2（爆発の範囲内にいる味方）
；すべての目標はフリー・
アクションとして1マスまでのシフトを行なうことができる。
トリガー型のアクション
バトル・ガーディアン／守護者の戦技◆無限回
トリガー：カーラのオーラの対象となっている敵が以下のいずれかを行なう：
（1）
シフトを行なう。（2）
カーラの味方を目標とする攻撃を行ない、かつその攻
撃の目標に、カーラも、“カーラの味方のうちディフェンダー・オーラを起動して
いる者”も含まれない。
効果：カーラはトリガーとなった敵に対してロングソードを使用する。ミスして
も敵は3ダメージを受ける。
パワー・ストライク／強撃◆1遭遇に2回まで（1つのターンには1回まで）
トリガー：カーラが敵にロングソードをヒットさせる。
効果：敵は1d8の追加ダメージを受ける。
技能：〈交渉〉＋8、
〈看破〉＋7、
〈歴史〉＋8
【筋】16（＋4）
【敏】10（＋1）
【判】12（＋2）
【耐】13（＋2）
【知】14（＋3）
【魅】15（＋3）
属性：秩序にして善
言語：共通語、エルフ語
装備品：チェインメイル、ライト・シールド、ロングソード、消えずの松明

カーラ・サルウッドについて
かつてのシャドウデイルの領主ダウスト・サルウッドはカーラの
曽祖父である。彼は領主の地位を退いた後、家族を連れてコアミア
のアラベルに引っ越した。カーラは彼の統治者時代の物語を聞いて
育ち、そして大人になったらデイルランズに戻って、彼の栄光を再
び取り戻すことに決めたのである。彼女はいつの日かシャドウデイ
ルの女領主としてペンダント・オヴ・アシャーバを身につけたいと
強く願っていた。カーラは野望こそ持っていたが、その地位に当然

のように着けるとも思っていなかった。彼女は自分自身の力を町の
人たちに証明して見せることで名誉を勝ち取りたいと望んでいたの
である。
カーラは 4 ヶ月前にシャドウデイルにやってきてからというもの、
尊敬を勝ち取り友情を築くべく努めてきた。というわけで、彼女は

サリネルについて
カーラが信頼する仲間であるサリネルは、彼女に斥候として、助
手として、相談役として、そして（エルフとの交渉の際に）折衝役と
して仕えてきている。自然に関する彼の知識は、カーラの都会の歴
史や社会生活に関する技能と補い合っている。

自分自身を人々の救い手として演出すべく一瞬たりとも無駄にはし

コーマンソーの森出身の斥候であるサリネルは、まだ若いエルフ

なかったのである。サリネルやその他数名の雇われ戦士たちの力を

で、将来のことについてもはっきりとはわかっていない。カーラ自

借り、彼女は“北道”の名で知られる交易路に出没する追い剥ぎどもを

身は彼を雇えて幸運だったと思っているが、それはそれとして、彼

追い払っていた。

女は彼がそう長いあいだ自分の傍にいてくれるとも思っていない。

プレイヤーたちには、カーラがシャドウデイル通であるというこ
と、特にこの地の領主、女領主たちの果たすべき役割については一

もちろんこの“長い”というのは、エルフの寿命から見て、ということ
なのだが。

家言あるということをはっきりさせておくこと。これには、“ねじれ

サリネルは二振りのエルフの剣を持ち、よく手入れのされたハイ

た塔”やペンダント・オヴ・アシャーバに関する知識も含まれる。彼

ド・アーマーを着ている。彼は細身だが運動選手のような体つきと

女はこれらの知識の幾分かを家族の歴史から学んだが、ほかは数度

黄褐色の肌を持ち、背中の半ばまでその緑の髪を流している。彼は

のエルミンスターの訪問の際に得た知識である。この老魔術師が余

シャドウデイルではよく知られている。

所者のために時間を割くことはほとんどないのだが、カーラは答え
を得られるまで退かなかったのだ。
カーラの歳の頃は20代半ばである。赤褐色の髪を肩まで伸ばして
いるが、今は後ろで結んでいる。彼女は木製の盾を持ってロングソ
ードを佩いており、彼女の鎖帷子には最近の戦闘によるいくつかの
傷がついている。
彼女は人懐こくあけっぴろげな性格で、人はいつのまにか彼女の
考えに同調してしまう。注意深く観察するものがいれば、彼女の人
好きのする茶色の目が、ものを分析するように見つめていることに
気づくだろう。
エルフの斥候、サリネル
レベル2 撃破役
中型・フェイ・人型
hp：30；重傷値：15；回復力：7
イニシアチブ：＋4
AC17；頑健14、
反応16、
意志15
〈知覚〉＋8
移動速度：7
夜目
特徴
スカウツ・カニング／斥候の狡猾さ
アクションを行なうことができるなら、サリネルは自分のターンの間、
自分に対し
て行われる攻撃から半減ダメージしか受けない。
ワイルド・ステップ／荒地渡り
サリネルはシフトする際、つねに移動困難な地形を無視する。
標準アクション
M ショート・ソード
（
［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：1d6＋4ダメージ。
効果：サリネルは2マスまでシフトする。
トリガー型のアクション
M デュアル・ウェポン・アタック／二刀連撃
（［武器］）◆無限回
（1ラウンド1回の
み）
必要条件：サリネルは2つのショート・ソードを使用していなければならない。
トリガー：サリネルが敵にショート・ソードをヒットさせる。
効果（フリー・アクション）
：サリネルはもう一度、ショート・ソードを使用できる。
エルヴン・アキュラシィ／エルフの正確さ◆遭遇毎
トリガー：サリネルが攻撃ロールを行なう。
効果（フリー・アクション）
：サリネルはトリガーとなった攻撃ロールを再ロールし、
2回目の結果を用いる。
技能：
〈運動〉
＋6、
〈隠密〉＋9、
〈自然〉＋8
【筋】11（＋1）
【敏】17（＋4）
【判】14（＋3）
【耐】13（＋2）
【知】10（＋1）
【魅】15（＋3）
属性：善
言語：共通語、エルフ語
装備：ハイド・アーマー、ショート・ソード×2

蜘蛛の門
2 枚の大きな金属製の門が “ねじれた塔” の地下室の最下層とその
先のドラウのトンネルを隔てている。門の両扉は蜘蛛の紋章で繋が
れている。ドラウがシャドウデイルを追われた時、この門はアンダ
ーダークのクリーチャーが “ねじれた塔” を襲うことがないようにと
再建されたのだ。であるから、門の機構は通路の冒険者たちの側に
ある。ドラウたちはここに門衛所を設け、シャドウデイルの者が何
ぴとたりとも門を抜けないように守らせている。

セッションの終了
冒険者たち、カーラ、それにサリネルは蜘蛛の門の衛兵たちを倒
すか回避するかしてしまったあと、小休憩を取ることができる。
キャラクターたちが休憩しているときに、以下の文章を読み上げるこ
と：
蜘蛛の門を越えると、
通路は徐々に下ってゆきます。ここでは周囲の
石には人の手が加わっていますが、皆さんが通ってきたこれまでの場
所のように手の込んだものであはありません。
サリネルがかがみこみ、床の上の何かをじっと見つめています。
「足
跡を見てください。新しいものだ。埃がまだ宙に舞っている。門のこち
らがわにいた誰かが、ついさっき走って行ったんです。ドラウは私たち
が来るのをもう知っています」
このセッションはここで終わる。

報酬
セッションの終了時に、キャラクターたちはそれぞれ衛兵を倒し
たことに対して 300XP を獲得する。すべてのエンカウンターズのセ
ッションに参加してきたキャラクターは、この時点で 2 レベルに成
長するのに十分な XP を得ているはずである。
宝物：衛兵たちは冒険者 1 人につき 50gp ぶんに相当する貨幣と、
P.3 の宝物表からランダムな魔法のアイテムを 1 つ持っている。
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蜘蛛の門にて
遭遇レベル 4

セットアップ
カーラ・サルウッド
（K）
サリネル
（E）
		
ロルスバウンド・ゴブリン
（G）

3体

シャドウデイル・ドラウの斥候（S）

2体

シャドウデイル・ドラウの射手（A）

2体

冒険者たちは“START AREA”から開始する。カーラとサリネルは冒
険者たちに隣接する位置に配置すること。
〈隠密〉の集団判定（難易度 16）：キャラクター達は静かに近づい
たため、このエリアを守っているクリーチャーに対して不意討ちを
行なえる。
冒険者たちがこのエリアに近づいたなら読み上げること：
階段の最下部にある部屋は二つの部分に分かれています。片方には
蜘蛛の姿で飾られた鉄の門があり、回廊を塞いでいます。二人のドラ
ウがその門の前を守り、ピックを携えた紫色のゴブリンがそれを手伝っ
ています。もう一方には、
二人のドラウの射手がいて木製の台の上に立
っています。その台には階段があって登れるようになっています。台の
前には錆びたレバーが地面から飛び出しており、
それを先ほどとは別の
ゴブリン達が守っています。
ドラウがキャラクター達を見つけたなら読み上げること：
ドラウの一人が何かエルフ語で叫んでいます。
エルフ語を話すキャラクターがいたなら読み上げること：
「絶対に門を守るんだ！ しくじったら、ヴァランは俺たちを拷問劇
場に放り込むぞ！」
シャドウデイル・ドラウの射手（A）2体
レベル1 砲撃役
中型・フェイ・人型
hp：24；重傷値：12
イニシアチブ：＋3
AC15；頑健12、
反応15、
意志13
〈知覚〉±0
移動速度：6
暗視
標準アクション
mレイピア
（
［武器］
）
◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：1d8＋3ダメージ。
rクロスボウ
（
［武器］
）
◆無限回
攻撃：攻撃：遠隔・20（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d8＋5ダメージ。
R フェリング・ショット／なぎ倒す一射◆再チャージ：初めて重傷になった時
攻撃：攻撃：遠隔・20（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：2d8＋3ダメージ、
目標は倒れて伏せ状態になる。
マイナー・アクション
R ダークファイアー／闇の火◆遭遇毎
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋6対“反応”
ヒット：このドラウの次のターンの終了時まで、
目標は戦術的優位を与え、不可
視や視認困難の利益を得ることもできない。
技能：
〈隠密〉
＋8
【筋】10（±0）
【敏】16（＋3）
【判】10（±0）
【耐】12（＋1）
【知】11（±0）
【魅】13（＋1）
属性：悪
言語：共通語、エルフ語
装備品：レザー・アーマー、レイピア、クロスボウ、ボルト×20
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ロルスバウンド・ゴブリン（G）
レベル3 兵士役 3体
小型・自然・人型
hp：45；重傷値：22
イニシアチブ：＋6
AC19；頑健15、反応16、意志15
〈知覚〉
＋3
移動速度：6
暗視
特徴
ドラウ・インスピレイション／ドラウによる鼓舞
味方のドラウから5マス以内にいる時、このゴブリンは攻撃ロールとすべての防
御値に＋2のボーナスを得る。
標準アクション
M ウォー・ピック
（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：2d8＋2ダメージ、
目標はこのゴブリンの次のターンの終了時までマーク
される。このゴブリンがクリティカル・ヒットを得たなら1d8の追加ダメージを
与える。
R スティンギング・ブロウ／突き刺し攻撃（［武器］、
［毒］）◆遭遇毎
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：2d8＋2の
［毒］
ダメージ、さらにもし目標が継続的［毒］
ダメージを受け
ているならその継続的ダメージは5増加する。このゴブリンがクリティカル・ヒ
ットを得たなら1d8の追加ダメージを与える。
C ロルスバウンド・シュリーク／ロルスに仕える者の叫び（［雷鳴］）◆
（遭遇毎）
攻撃：近接範囲・噴射5（目標はドラウでも
（スパイダー）
でもゴブリンでもない
噴射の範囲内のクリーチャーのみ）；＋6対“頑健”
ヒット：2d10の
［雷鳴］
ダメージ。
トリガー型のアクション
ドラウ・プロテクター／ドラウを守る者◆無限回
トリガー：このゴブリンに隣接する味方のドラウに、近接攻撃または遠隔攻撃
がヒットあるいはミスした時
効果（即応・割込）：トリガーとなった攻撃はそのドラウの代わりにこのゴブリン
を目標とする。
ゴブリン・タクティクス／ゴブリン戦法◆無限回
トリガー：このゴブリンに対する近接攻撃がミスする。
効果（即応・対応）：このゴブリンは1マスのシフトを行なう。
【筋】14（＋3）
【敏】17（＋4）
【判】14（＋3）
【耐】13（＋2）
【知】8（±0）
【魅】9（±0）
属性：悪
言語：共通語、エルフ語、ゴブリン後
装備：レザー・アーマー、ウォー・ピック

戦術
同行者：サリネルはただちにレバーの役割を理解し、それを指摘
する。彼とカーラはとくに他に頼まれなければ、レバーとその護衛
のもとに行く。もしも彼らが治癒を受けられずに困難な状況になっ
たなら、それぞれに底力を使わせても良い。
ドラウの射手：射手達は冒険者とその味方の全員が、部屋の西の方
に行くのでない限り、台の上にとどまる。もしもそうなったなら、台
を降りて射撃ができる位置まで移動する。
ドラウの斥候：宿屋を襲った時と同じように、斥候はこの場所を守
る護衛のリーダーである。彼らは戦いの間、戦術的優位を常時得ら
れるように試み、ゴブリン達には例え彼らが危険に晒されようとも
挟撃位置にゆくよう強制する。
ゴブリン：敵を挟撃していない時、これらのゴブリンは味方のドラ
ウをドラウ・プロテクターで守れるように、その隣に居続ける。イ
ニシアチブ順で誰が先行するかにもよるが、ゴブリンとドラウはそ
れぞれそのアクションを遅延してグループとして移動し、緊密な戦
闘隊形を維持できるようにする。

シャドウデイル・ドラウの斥候（S）2体
レベル2 遊撃役
中型・フェイ・人型
hp：38；重傷値：19
イニシアチブ：＋6
AC16；頑健14、
反応15、
意志13
〈知覚〉＋6
移動速度：6
暗視
特徴
コンバット・アドヴァンテージ／戦術的優位
このドラウは自分が戦術的優位を得ているすべてのクリーチャーにたいして継
続的
［毒］
ダメージ3（セーヴ・終了）
を与える。
標準アクション
mロングソード
（
［武器］
）
◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：1d8＋6ダメージ。
効果：このドラウは1マスのシフトを行なえる。
M ショート・ソード
（
［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：1d6＋5ダメージ。
効果：このドラウは2マスのシフトを行なえる。
M ツーウエポン・アタック／二刀攻撃◆再チャージ：初めて重傷になった時
効果：このドラウはロングソードとショート・ソードを使用する。
マイナー・アクション
クラウド・オブ・ダークネス／闇の雲
（［区域］）◆遭遇毎
効果：近接範囲・爆発1の範囲内に、このドラウの次のターン終了時まで持
続する区域が生じる。この雲の区域はこのドラウを除くすべてのクリーチャー
の視線を遮る。この雲の区域の中に完全に入っているクリーチャーは、このド
ラウを除いて皆、
盲目状態になる。
技能：
〈隠密〉
＋9
【筋】12（＋2）
【敏】17（＋4）
【判】11（＋1）
【耐】14（＋3）
【知】11（＋1）
【魅】13（＋2）
属性：悪
言語：共通語、エルフ語
装備：レザー・アーマー、ロングソード、ショート・ソード
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展開
冒険者たちが門を開けたなら、この場の敵をすべて倒す前にこの
場を逃れるチャンスを得る。ドラウとゴブリンは、彼ら全員が重傷
でないかぎり、逃げたキャラクター達を追ってくる。誰かがこの地
図の外に出た場合、そこは幅 20 フィートの回廊が非常に長く間続い

種族：ゴブリン
ロルスバウンド・ゴブリンは、そのロルスへの献身と自ら望んでド

ているので、自由に戦闘を継続して構わない

ラウと共に活動することから、同族からは例外なく嫌われている。

このエリアの情報

たくさん攻撃する傾向にある。

明るさ：なし
天井：高さ 15 フィート。

同様に、この紫色の肌のゴブリンはゴブリンの冒険者の方をより
利益：種族がゴブリンであるキャラクターはロルスバウンド・ゴ
ブリンへの攻撃ロールに＋2のパワー・ボーナスを得る。

瓦礫：この石の山は移動困難な地形である。
レバー：この錆び付いたレバーは蜘蛛の門の鍵を開く。レバーは1
回の標準アクションで引くことができる。また、難易度 20 の〈運動〉
判定で引くこともできる。その場合アクションには1回のマイナー・
アクションがかかる。
蜘蛛の門：このがっしりとした金属の門は数世紀にわたり、ゴブ
リンや他のクリーチャーの攻撃にさらされてきた。レバーが引かれ
たなら、門の鍵は解除され中型サイズのクリーチャーが身をよじっ
て扉の間に“無理矢理入り込む”ことができるくらいに開く。この扉は
難易度 21 の〈運動〉判定（1 回の標準アクション）、または難易度 20 の
〈運動〉判定（1回の移動アクション）により開くことができる。もしも
門が施錠されている場合、これを力づくで開くには難易度 25 の〈運
動〉判定を必要とする。
木の台：この高さ10フィートの台の側面は大きな木の梁になって
おり、簡単に登ることができる（〈運動〉難易度 8）。台へ登るガタの来
た梯子は、それを登るクリーチャーに対しては移動困難な地形であ
る。
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セッション5：ヴァランの逆襲

ヴァランの秘密

前回のセッションで、冒険者たちは蜘蛛の門の衛兵たちを倒した。
“アシャーバのねじれた塔” の地下室の最下層よりさらに下っていっ
た彼らは、アンダーダークとの境界となるトンネルの入口に立つ。
以下の文章を読みあげ、前回の最後のシーンを描写すること：
蜘蛛の門を越えると、
通路は徐々に下ってゆきます。ここでは周囲の
石には人の手が加わっていますが、皆さんが通ってきたこれまでの場
所のように手の込んだものであはありません。
サリネルがかがみこみ、床の上の何かをじっと見つめています。
「足
跡を見てください。新しいものだ。埃がまだ宙に舞っている。門のこち
らがわにいた誰かが、ついさっき走って行ったんです。ドラウは私たち
が来るのをもう知っています」
探索を続ける冒険者たちは、先へ下へと続く道を辿ってゆく。道
に沿っていくつか部屋があるが、そこには何もないか、でなければ
古代のガラクタが詰まっている。
前回の戦闘の間に、キャラクターたちはヴァランの名を 2 度目に
耳にする（もし冒険者たちの中でエルフ語を話すものが誰もいなか
ったなら、ドラウの衛兵たちの台詞をサリネルが共通語で繰り返し
てくれる）。このエルフの斥候は、コーマンソーの森の古い基地に拠
点を置くドラウの一族ジェイルレ家の者として、ヴァランという名
をこれまでにも耳にしたことがある。ジェイルレ家は長々と続く没
落のちょうど真っ最中にある一族であり、コーマンソーからはこの
ドラウの攻撃やその他の活動について、最近は何も伝わってきてい
ない。
ドラウのキャラクターすべてと〈歴史〉を修得済みのキャラクター
は、〈歴史〉判定に成功すればさらなる情報を知っている可能性があ
る。ドラウはこの判定に＋ 2 のボーナスを得る。
〈歴史〉
（難易度 19）：ジェイルレ家のドラウはコーマンソーの森
の見捨てられたエルフの基地であるミノース砦を占拠している。彼
らはかつてドラウの神ヴェイローンを信仰していたが、ロルスが彼
を殺したことによりその地位の多くを失った。
ヴァラン・ジェイルレは数年前に一族および基地から離れた。噂
では一族の他の面々から追放されたということだが、ともあれ、以
来彼の消息は知れなくなった。

警報
シーンの背後で、ドラウたちは大急ぎで冒険者たちを待ち伏せる

交差路に現れたヴァラン——そしてザジフェアリンを支配して
いる人物——は、本物のヴァランではない。このドラウのウィザー
ドは自身の似姿——蜘蛛を寄せ集めて創ったヒトガタ——を作
り出していたのだ。この似姿を覆う永続化した幻影はまるで生き
ているかのごときものであり、ザジフェアリンのドラウたちの中でこ
のヴァランのまやかしに気づいたものはいない。
ヴァランがこの遭遇で倒される可能性は非常に低い。
しかし万
が一倒されてしまった場合、P.59に飛び、倒されたヴァランの姿
の変化の説明に『展開』の項目の読みあげ文を使用すること。そ
して、セッション13で冒険者たちと対峙するヴァランは2体目の似
姿であることを記録しておくこと。

隠し通路
長いこと忘れ去られていた複数の枝道が、アンダーダークへ続く
広間のある蜘蛛の門に近い広場に繋がっている。そこの扉は朽ち落
ちて壊れてしまっているため、ヴァラン・ジェイルレは奴隷たちに、
新しい扉を作ってトンネルをすぐに隠せるようにしろと命じた。こ
れらの扉は一方向にしか開かないようになっており、ドラウたちが
出撃するには便利だが、彼らをアンダーダークへと追い返そうとす
る敵に対しては足止めとして働くようになっている。これらの新た
な隠し扉はさらに幻影の魔法で隠されており、周囲の壁とほとんど
見分けがつかないようになっている。
冒険者たちがこれらの隠し扉を見つけられる可能性は低いが、彼
らが移動しつつこの一帯を捜査しようとした際には、以下の難易度
を示すこと。
〈知覚〉
（難易度 20）：行き止まりになった回廊の端にいるキャラ
クターは、一見しっかりした壁に見える場所からかすかな隙間風が
入ってくるのに気付く。
〈魔法学〉
（難易度 13、魔法感知）：この技能を使用するには、そ
のキャラクターは通路の突き当たりにいなくてはならない。そのキ
ャラクターは魔法の存在を感知し、そしてそれが壁のある部分（隠し
扉のある場所）から放射されているのを感知する。
もしキャラクターが丁寧に壁を調べたら、以下の文章を読み上げるこ
と：
しっかりした石壁に見えた場所が、
隠し扉になっています。幻影で隠
されてはいますが、壁に触れると、漆喰を塗った石でできた扉の継ぎ目

準備をしている。彼らがこの罠を作動させたら、次の遭遇の開始と

がわかります。こちら側には扉を動かす手段がないこともわかります。

なる。

この構造から判断するに、これは一方通行の扉に違いありません。

蜘蛛の門の反対側にいた 1 人のドラウの斥候が、前回の遭遇の間
に戦闘の音を聞きつけ、地下のトンネルを守っているドラウたちに
警告しに走ったのである。ヴァランは、この“警戒”せよとの報告を受
け、衛兵の部隊を 3 つ、隠しトンネルの中に潜んで待つように送り

もし、キャラクターが隠し扉を開けたなら、彼らはこの遭遇に登

出した。待ち伏せは、ここでなら冒険者たちが一番無力化されるで

場するドラウの部隊のうち 1 つを挟撃することができる。敵は驚き、

あろうとヴァランの判断した交差路に仕掛けられている。

そして君はそのグループのドラウたちを、キャラクターたちが使う

ザジフェアリンで急ぎの仕事を抱えているにも関わらず、ヴァラ

はずだった“START AREA”に配置し、冒険者たちはドラウが使うはず

ンは待ち伏せの結果を見届けることに決め、封印された落とし格子

だった入口から開始すること。それに従って今回の遭遇は適宜調整

の後ろに隠れてとどまっている。ヴァランは衛兵たちに、パーティ

を加えること。

ーの中に魔法使いがいたら、自分がそいつを検分し、処遇を決めた
いのだとよくよく言い聞かせてある。エルミンスターが地上での戦
いを放り出してこの侵入の指揮をとっているのではないかと彼は密
かに恐れている。
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反対側から扉を開けるのはほとんど不可能に近く、適切な道具（か
なてこなど）と難易度 25 の〈運動〉判定の成功が要求される。

戦闘開始
英雄たちがドラウの待ち伏せに囲まれた時、エルミンスターは突
然カーラとサリネルをどこかへ瞬間移動させてしまう。

セッションの終了
冒険者たちは落とし格子の先の回廊を調べている時に、誰からも
邪魔されずに一休みできそうな大きな空の部屋を見つける。次の章
に進む前に、キャラクターたちはここで大休憩を取ることができる。

遭遇を開始しようという時に、以下の文章を読み上げること：
皆さんが二つの通路の合流する角を曲がった時、突然四方八方から

キャラクターたちが探索しているとき、以下の文章を読み上げること：

迫ってくる足音を聞きつけます。どうやらドラウたちが皆さんを取り囲

この打ち捨てられた部屋は簡単に閉め切ることができます。瓦礫の

み、
枝道から襲いかかるべく待ち受けていたようです。前方からは何の

散乱した外の通路に足跡がないことからも、皆さんはドラウやその巡視

音もしませんが、
そのかわり重々しい落とし格子で行く手が塞がれてい

隊からもずいぶん離れた場所にいることがわかります。これから立ち向

ます。格子の太い棒は錆び付いてはいますが、まだまだ頑丈です。

かわねばならない挑戦の前に身体を休め回復を期すには、
どうやらうっ

豪奢なローブをまとった男性のドラウが 1人、落とし格子の反対側に
姿を現したかと思うと、ドラウの戦士たちが皆さんの背後の道から湧き

てつけの場所のようです。それに出発前にカーラとサリネルも追いつい
てくるでしょう。

出してきます。目の前の男性のドラウは、雲間から射す光に下向きの短
剣を組み合わせたような紋章をその装束につけており、それを見た瞬
間カーラは剣を構えます。
「あの魔法使いに違いない」
彼女は叫びます。
「心配ない、これだけの
人数がいれば、私たちが勝ち——」
しかし彼女の台詞は、周囲に閃光が
弾けるのと同時に途切れます。彼女とサリネルの姿は消え、彼らが立
っていたはずの地面には、くすぶり煙をあげる灰の円が残っているばか
り。どうやら再びエルミンスターが彼らを必要としたようです。
次ページの戦闘遭遇、『反撃』に進むこと。

隠し扉の発見

このセッションはここで終わる。

報酬
セッションの終了時に、キャラクターたちはそれぞれドラウの待
ち伏せを凌いだことに対して 300XP を獲得する。
宝物：ドラウは冒険者 1 人あたり 40gp 相当の価値のある貨幣と、
P.3 の宝物表由来のランダムな魔法のアイテムを 1 つ持っている。戦
闘遭遇の間にボーン・スパイダーになったドラウの持っていた宝物
は、その変身体があったところにあるべたべたしたシミの中で見つ
かる。

冒険者たちがドラウを倒したら、以下の文章を読み上げること：
落とし格子はしっかりと閉じられていますが、パーティー一行を取り
囲んでいたドラウたちは何らかの方法でここまで出てきているのです。
冒険者たちが攻撃者たちの出てきた通路を探すなら、彼らはひび
が入って開いた隠し扉を見つける。3つの枝道は落とし格子の向こう
に見えている大回廊に合流している。
この落とし格子を開けることも可能で、単に困難なだけだ。遭遇
の説明の『このエリアの情報』を参照のこと。
冒険者たちが隠し扉を見つけたら、以下の文章を読み上げること：
壁のこの部分は、扉のように開きます。その端は壁に埋め込まれ、さ
らにしっかりした石らしく見せるために何らかの幻影の魔法が施され
ています。ざっと調べると、この扉が一方向にしか開かないこと、これ
らの隠し扉は周囲よりもずっと新しいことがすぐにわかります。
英雄たちがどの経路を通るにしろ、彼らは最終的に落とし格子の
向こうの回廊にたどり着く。
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反撃
遭遇レベル 3

セットアップ
ヴァラン・ジェイルレ（V）
シャドウデイル・ドラウの斥候（S） 3 体以上
シャドウデイル・ドラウの雑兵（D） 4 体以上
マップにはこの遭遇が始まった時の、ドラウの斥候 3 体とドラウ
の雑兵4体の位置を示してある。他のドラウは後からやってくる。
『展
開』を参照せよ。
遭遇レベルは戦闘が始まってからすぐにヴァランが逃げ出すとい
う事実を反映したものである。
遭遇が始まったなら、以下の文章を読み上げること：
落とし格子の反対側にいるドラウは共通語で君達に呼びかけてきま
す。
「よくもここまでたどり着き、
多くの私の手勢を倒してくれたものだ。
私にとって、お前達がこれほどの者と予想できなかったのは恥だな。さ
もなくばジェイルレ家に仕えるすばらしい奴隷としてくれたろうに」
シャドウデイル・ドラウの斥候（S）3体以上
レベル2 遊撃役
中型・フェイ・人型
hp：38；重傷値：19
イニシアチブ：＋6
AC16；頑健14、
反応15、
意志13
〈知覚〉＋6
移動速度：6
暗視
特徴
コンバット・アドヴァンテージ／戦術的優位
このドラウは自分が戦術的優位を得ているすべてのクリーチャーにたいして継
続的
［毒］
ダメージ3（セーヴ・終了）
を与える。
標準アクション
mロングソード
（
［武器］
）
◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：1d8＋6ダメージ。
効果：このドラウは1マスのシフトを行なえる。
M ショート・ソード
（
［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：1d6＋5ダメージ。
効果：このドラウは2マスのシフトを行なえる。
M ツーウエポン・アタック／二刀攻撃◆再チャージ：初めて重傷になった時
効果：このドラウはロングソードとショート・ソードを使用する。
マイナー・アクション
クラウド・オブ・ダークネス／闇の雲
（［区域］）◆遭遇毎
効果：近接範囲・爆発1の範囲内に、このドラウの次のターン終了時まで持
続する区域が生じる。この雲の区域はこのドラウを除くすべてのクリーチャー
の視線を遮る。この雲の区域の中に完全に入っているクリーチャーは、このド
ラウを除いて皆、
盲目状態になる。
技能：
〈隠密〉
＋9
【筋】12（＋2）
【敏】17（＋4）
【判】11（＋1）
【耐】14（＋3）
【知】11（＋1）
【魅】13（＋2）
属性：悪
言語：共通語、エルフ語
装備：レザー・アーマー、ロングソード、ショート・ソード

シャドウデイル・ドラウの雑兵（D） 4体以上
レベル1 雑魚 奇襲役
中型・フェイ・人型
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない
イニシアチブ：＋7
AC15；頑健12、反応14、意志12
〈知覚〉
＋1
移動速度：6
暗視
特徴
ストーカー・アンブッシュ／追跡者の不意討ち
このドラウのことを見ることができないクリーチャーに対しこのドラウがヒットを与
えたなら、2ポイントの追加ダメージを与える。
標準アクション
mレイピア
（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：4ダメージ。
R ハンド・クロスボウ
（［武器］、
［毒］）◆遭遇毎
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：2ダメージおよび継続的［毒］
ダメージ4（セーヴ・終了）。
マイナー・アクション
クラウド・オブ・ダークネス／闇の雲（［区域］）◆遭遇毎
効果：近接範囲・爆発1の範囲内に、このドラウの次のターン終了時まで持
続する区域が生じる。この雲の区域はこのドラウを除くすべてのクリーチャー
の視線を遮る。この雲の区域の中に完全に入っているクリーチャーは、このド
ラウを除いて皆、盲目状態になる。
【筋】12（＋1）
【敏】16（＋3）
【判】13（＋1）
【耐】13（＋1）
【知】11（±0）
【魅】11（±0）
属性：悪
言語：共通語、エルフ語
装備品：レザー・アーマー、レイピア、ハンド・クロスボウ、毒のボルト×1
ボーン・スパイダー
レベル2・雑魚・遊撃役
小型・フェイ・自律体
（人造、
スパイダー）
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない
イニシアチブ：＋6
AC16；頑健13、反応15、意志14
〈知覚〉
＋3
移動速度：6
暗視
標準アクション
mバイト／噛みつき
（［毒］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：［毒］
ダメージ5、このスパイダーが目標に対して戦術的優位を得ている
なら
［毒］
ダメージ7。
移動アクション
スキッター／サッと横切る◆無限回
必要条件：このスパイダーがこのターン、アクションを行なっていない。
効果：ボーン・スパイダーはその移動速度の半分までシフトする。
【筋】12（＋2）
【敏】17（＋4）
【判】14（＋3）
【耐】9（±0）
【知】1（ー4）
【魅】7（ー1）
属性：無属性
言語：——

戦術
ヴァラン・ジェイルレ：ヴァランは落とし格子の後にとどまる。冒
険者達が瞬間移動してきたり、その他何らかの手段で落とし格子の
彼のいる方にやってきたなら、彼は後に引いてそのキャラクターを
仲間の助けが届かぬ場所におびき寄せる。その際にはクラウド・オ
ヴ・ダークネスを使う。この戦闘、ヴァランは第 2 ラウンドの自分
のターンを終えたら退却する。もしもその前に重傷になったような
ら、彼はただちに撤退する。
ドラウ：ヴァランの手勢は、冒険者たちに殺到する。目的は移動の
阻害である。彼らは主のために熱狂的に戦う。戦闘の最初のラウン
ドで重傷になった斥候はみな、落とし格子の方に移動し、自分が死
ぬ時はヴァランのスパイダー・ボーンズのオーラの中に入るように
する。
ボーン・スパイダー：このクリーチャーは誕生したならすぐに近
くの敵を攻撃する。『展開』を参照のこと。
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ヴァラン・ジェイルレ（V）
レベル4 精鋭 制御役（指揮）
中型・フェイ・人型、
ドラウ
hp：110；重傷値：55
イニシアチブ：＋3
AC18；頑健15、
反応17、
意志16
〈知覚〉＋8
移動速度：6
暗視
セーヴィング・スロー：＋2；アクション・ポイント1
特徴
O スパイダー・ボーンズ／骨の蜘蛛◆オーラ5
雑魚でない味方のドラウがこのオーラ内でヒット・ポイント0以下になったなら、
そのドラウは死亡し、ボーン・スパイダーが1体そのマス目に出現する。
標準アクション
mスパイダー・スタッフ／蜘蛛の杖
（［恐怖］、
［毒］、
［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：1d8＋3ダメージおよび継続的［毒］
ダメージ5（セーヴ・終了）。
効果：ヴァランは目標を3マスまで押しやる。
rマインド・ヴェノム／心蝕む毒
（［恐怖］、
［精神］）◆無限回
攻撃：遠隔・20（クリーチャー1体）；＋7対“意志”
ヒット：1d6＋4［精神］
ダメージおよび継続的［精神］
ダメージ5（セーヴ・終了）。
効果：ヴァランは目標を2マスまで横滑りさせる。
ダブル・アタック／2回攻撃◆無限回
効果：ヴァランは基礎攻撃を2回行なう。
A ウェブド・マイアズマ／網なす瘴気◆再チャージ：初めて重傷になった時
攻撃：遠隔範囲・爆発2・10マス以内（爆発の範囲内の敵すべて）
；＋7対“反
応“
ヒット：1d6＋4［毒］
ダメージ、
目標は継続的［毒］
ダメージ5を受け、かつ減速
状態になる
（セーヴ・両方とも終了）。
効果：爆発の範囲内に、この遭遇の終了時まで持続する蜘蛛の巣の区域が
生じる。この蜘蛛の巣は敵に対しては移動困難な地形となる。
マイナー・アクション
R ダークファイアー／闇の火◆遭遇毎
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋7対“反応”
ヒット：ヴァランの次のターン終了時まで、
目標は戦術的優位を与え、不可視
や視認困難による利益を得られない。
R ヴェノム・パペット／操り人形の毒
（［魅了］）◆再チャージ 5 6
効果：遠隔・20（味方1体、あるいは継続的［毒］
ダメージまたは継続的［精神］
ダメージを受けているクリーチャー1体）；目標はヴァランの選んだ目標に対し
てフリー・アクションとして1回の基礎攻撃を行なう。
クラウド・オブ・ダークネス／闇の雲
（［区域］）◆遭遇毎
効果：近接範囲・爆発1の範囲内に、このヴァランの次のターン終了時まで
持続する区域が生じる。この
［区域］
はヴァランを除くすべてのクリーチャーの
視線を遮る。この雲の区域の中に完全に入っているクリーチャーは、ヴァラン
を除いて皆、
盲目状態になる。
技能：
〈威圧〉
＋10、
〈はったり〉＋10、
〈魔法学〉＋11
【筋】10（＋2）
【敏】12（＋3）
【判】12（＋3）
【耐】15（＋4）
【知】18（＋6）
【魅】16（＋5）
属性：悪
言語：共通語、エルフ語、ゴブリン後

展開
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斥候がこのオーラの範囲内で死んだ時、読み上げること：
そのウィザードと倒れたドラウの周囲でひとかたまりの魔法の煙が
蛇のようにのたうちます。死につつあったドラウは、自分の肉体が沸き
立ち溶けてゆく苦痛に絶叫します。ドラウの骨がねじまがり、折り砕か
れ、おぞましい蜘蛛じみた人造クリーチャーへと再構成されてゆきま
す。それはカサカサと素早く動いて戦いに飛び込んできます。

このエリアの情報
明るさ：暗い。
天井：高さ 10 フィート

第 2 ラウンドの開始時点でキャラクター達が健闘しているような

落とし格子：ドラウ達はこの落とし格子を何年も前に封印してい

ら、DM は入り口を経由して他のドラウが到着したとして、新たにド

る。この鉄格子は難易度30の〈運動〉判定に成功しないと開くことは

ラウの雑兵4体とドラウの斥候1体とを追加しても良い。増援がやっ

できない。落とし格子越しに目標に対して近接攻撃、遠隔攻撃を行

てこようがこまいが。ヴァランはその後ただちに離脱する。

なう場合、落とし格子は部分遮蔽を提供する。

ヴァランが逃走する前には、彼のスパイダー・ボーンズのオーラ

枠箱、樽、瓦礫、墓：これらはすべて移動困難な地形である。

の中でヒット・ポイントがゼロになったドラウの斥候は、ボーン・
スパイダーとなって戦闘に参加してくる。
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第2章
第 1 章の最後で大休憩を取った後、冒険者たちはアンダーダーク
の洞窟に降り立った。シャドウデイルの地下に広がる昔のドラウの
領地を通り抜けるためには、まず最初に予想外の試練を突破しなけ
ればならない。

試練の間
遭遇レベル 2

セットアップ
各冒険者に対して、そのキャラクターが挑む試練の『このエリアの
特徴』の項を読み上げること。また、特記なき限り、以下の特徴はす

セッション6：ロルスの試練
大休憩を終えた後もカーラおよびサリネルが姿を現すことはなか

べての試練の間に共通である。
天井：どの部屋も天井の高さは 20 フィートである。
壁：すべての部屋の壁は登攀が極めて困難である（〈運動〉難易度
22）。

ったので、冒険者たちに先へ進む以外の選択肢はない。キャラクタ

天井の格子窓：各部屋の扉の上、天井に近い位置に、格子のはま

ーたちは地下深くへと降りて行き、捻じ曲がった通路を進んでいく

った窓がある。この窓はマップ中央の廊下に通じており、キャラク

が、その先は行き止まりになっていた。

ターが大声を上げれば窓越しに他のキャラクターと会話を行なえる。

冒険者たちが行き止まりに到着した時点で、以下の文章を読み上げる
こと：

この窓を通して中央の廊下に視線を通すことはできない。
格子を外す：格子を壊すための〈運動〉判定または格子を外すため
の〈盗賊〉判定（どちらも難易度 25）に 2 回成功したキャラクターは、

皆さんが進んできた道は突然行き止まりになります。行き止まりの正
面の壁には、
ドラゴンとデーモンを組み合わせたような巨大な顔が浮き
彫りになっています。その顔の目のくぼみには轟々と炎が燃えており、

壁を登り窓をくぐって部屋の外に出ることができるようになる。
魔法の文字：この遭遇に登場する文章はすべて、読もうとする者
が理解できる言語に自動的に変化する魔法の文字で書かれている。

大きく開かれた牙の並ぶ口の奥には揺らめく壁のようなものが見えま
す。

全体的なヒント

口の前の床に刻まれた魔法のルーンは、明るく輝きひとりでに形を変
えて、読もうとする者が理解できる言語に変化します。文章の内容は
以下の通りです。
「中に入り、蜘蛛の女王の御名の元に試練をくぐり抜
けよ」

冒険者たちは自分のいる部屋を調べ始めた時点で、この試練
を突破する助けになるヒントを得るための技能判定をおこなえる。
〈宗教〉
（難易度13）：壁に書かれた文章はドラウが崇める女

口の中に入ったキャラクターたちは、マップ上の数字の書かれた
部屋にバラバラに瞬間移動させられる。
キャラクターたちがこれらの部屋に入ったなら、以下の文章を読み上
げること：
一陣の突風が周囲を吹き抜けたかと思うと、通路およびデモニック・
ドラゴンの顔は消え失せます。あなたがいるのは、広さ10フィート×
20フィート、天井の高さ15フィートの小部屋です。どちらを向いても
出口はありません。仲間の姿もなく、一人ぼっちです。

試練の割り振り

神ロルスに関連している。ロルスは影、蜘蛛、嘘を司る神である。
またの名を“デーモンウェブ・ピッツの女王”とも言い、アビスに居
を構えているためにデーモンとも密接な関係にある。
〈地下探険〉
（難易度13）
：この部屋の1つの面の壁は移動可
能な石の塊だ。部屋の内側からこれを動かすことは不可能だが、
これを動かすための何らかの仕掛けがあることは間違いない。

影の試練
影はロルスが司るものの一つである。ロルスを崇める者たちは闇
の中に生き、闇を脅威とは思わない。この試練では、闇の中で特定
の道を歩むことが求められる。

DM は各キャラクターに与える試練を選んでも良いし、以下の表で
ロールしてもよい。同じ種類の試練を 2 回以上割り振るのは、4 種類
の試練すべてを 1 回ずつ割り振った後に限ること。キャラクターを
達成不可能な試練に送り込んではならない。たとえば、光源も暗視
も持たないキャラクターを影の試練に挑ませてはならない。

ランダムな試練
1d8
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8

部屋
部屋1：影の試練
部屋2：欺きの試練
部屋3：蜘蛛の試練
部屋4：デーモンの試練
部屋5：影の試練
部屋6：欺きの試練
部屋7：蜘蛛の試練
部屋8：デーモンの試練

このエリアの特徴
壁の文字：壁に書かれた輝く魔法の文章の内容は以下の通りであ
る：“蜘蛛の女王の道は闇の中にあり。”この文字の輝きは他のものを
見ることができるほど明るくはない。
床のタイル：この部屋の床には 1 枚がおよそ 1 フィート四方の陶器
のタイルが敷き詰められている。ほとんどのタイルは白い。北西と
南東の角のタイルは赤い。赤のタイル同士の間に、黒いタイルが点々
と続いて蛇行する道をなしている。

試練の内容
キャラクターが部屋の隅にある赤いタイルのいずれかに立つと、
そのタイルは沈み込んだ位置で固定され、試練が始まったという目
印になる。キャラクターが白いタイルを踏むか、もう一方の赤いタ
イルにたどり着いた時点で、沈み込んだ赤いタイルは元の高さに戻
る。
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欺きの試練

影の試練のヒント

ロルスは嘘と裏切りを愛する。蜘蛛の女王の問いかけに正直に答

〈地下探険〉
または〈魔法学〉
（難易度13）
：ドラウは闇の中で
ものを見ることができるため、その拠点にはまったく明かりがない
ことも珍しくない。
ドラウは真っ暗闇の中でも戦えることを誇りにし

えた者は痛い目を見ることになるのだ。ここから自由になりたけれ
ば、説得力のある嘘をつくしかない。

ている。

このエリアの特徴

キャラクターは赤いタイルの一方からもう片方まで、黒いタイル

る：“両の目でロルスを見つめ、女神の問いかけに答えよ。ロルスは

壁の文字：壁に書かれた輝く魔法の文章の内容は以下の通りであ
のみを踏むようにして、闇の中を進まなければならない。冒険者が
暗い部屋の中で、黒いタイルをたどって一方の赤タイルからもう一
方の赤タイルまで移動すると、その部屋の扉が開く。明かりをつけ
た状態で同様に移動しても、扉は開かない。

汝の言葉の真偽を見定め、ふさわしき恩寵を授けん。”
“I. 汝がこの地を訪れたのは何故か？”
“II. 汝の人生最大の目標は何か？”
“III. 汝の最も有益な才能は何か？”
ロルスへの返答：質問に答えると、壁に記されたその質問の文章
が暗い紫に変化する。

展開
闇の中で小さな黒いタイルのみを踏むようにして進み、白いタイ
ルには決して触れないようにするためには、きわめて慎重な足運び
が要求される——たとえ暗視があったとしても。暗視を持つキャラ
クターは難易度 9 の〈運動〉または〈軽業〉の判定に 3 回成功すれば無
事に渡りきることができる。暗視を持たないキャラクターの場合、ま
ず進むべき道を見つけなければならず、判定の難易度は 13 に上がる。
一時的に部屋に明かりを灯して、進むべき道を確かめておくこと
は可能である。タイルの位置を記憶したり、進み方を体で覚えたり
するのだ。これを行なったキャラクターは、前述の〈運動〉や〈軽業〉
の代わりに〈地下探険〉で難易度 13 の判定に成功すればこの試練を
突破できる。また、道を記憶するために難易度 20 の〈地下探険〉判定
に成功したキャラクターは、暗視なしでこの試練を突破するための
〈運動〉または〈軽業〉の判定に＋ 2 ボーナスを得る。
床を横切るための判定に失敗するたび、キャラクターは床から電
撃を受ける（1d6 ＋ 3 の [ 電撃 ] ダメージ）。そして赤いタイルは元の
高さに戻り、試練は最初からやり直しとなる。
3 回電撃を受けた冒険者は檻の中に瞬間移動させられる。P.31 の
『檻』を見よ。

ロルスの彫像：部屋の中の、扉とは反対側の壁沿いに、ロルスの彫
像が立っている。この像は膨らんだ蜘蛛の体から女性のドラウの上
半身が生えた姿である。像の両目にはキラキラした宝石がはめこま
れており、突き刺すような視線でこちらを見ているような印象を与
えている。瞳の色は一方が赤、もう一方が青紫である。

試練の内容
キャラクターは像の両目を見つめ、3 つの質問すべてに嘘の返事を
しなければならない。ただし、3 つの返事はすべて、もっともらしい
ものでなければならない。像は返事が真実がどうかを自動的に判別
するが、キャラクターがつく嘘は像のような能力を持たない者をう
まく騙せるようなものであるべきなのだ。
プレイヤーの発言をよく聞いてから、〈はったり〉判定を行なわせ
ること。もっともらしい嘘ならば難易度は 9 である。信じがたい内
容ならば難易度は 13 に上がる。バレバレの嘘をついてしまった場
合、または本当のことを言ってしまった場合の結果は後で述べる。
嘘の内容はプレイヤーしだいであるが、首尾一貫した内容でなけ
ればならない。1 つ 1 つの嘘がもっともらしくとも、嘘の返答同士に
矛盾がある場合、難易度は 13 に上がる。
3 つの質問すべてにうまく答えたなら、この部屋の扉が開く。

1

2

3

4

5

6

7

8
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展開

キャラクターは 3 匹のネズミを串刺しにしなければならず、それ

質問に対して正直に答えてしまった冒険者に対しては、像の赤い
方の目から光線が飛んでくる（1d6 ＋ 3 の [ 火 ] ダメージ）。
嘘の返答をしたが〈はったり〉判定に失敗した冒険者に対しては、
像の紫色の目から光線が飛んでくる（1d4 ＋ 2 の［死霊］ダメージ）。
これらの攻撃を 3 回受けた冒険者は檻の中に瞬間移動させられる。
P.31 の『檻』を見よ。

らすべてのネズミにはロープのほこりがついていなければならない。
ほこりのついたネズミが串に刺されると、その串はゆっくりと回転
し始め、串の根元の部分から光が立ち上る。ほこりのついていない
ネズミが串刺しにされた場合に何が起きるのかについては『展開』の
項を見よ。
3 本の串すべてにほこりのついたネズミが刺さったなら、この部屋
の扉が開く。

欺きの試練のヒント

展開

〈宗教〉
（難易度13）：ロルスは嘘を司る女神であり、本当のこと

アンデッド化したネズミたちは無害だが、ほこりのついていない

を答えた場合の“恩寵”がよいものであるはずがない。ロルスは真

ネズミを串に刺したキャラクターは、串から放たれた赤い光線に打

実よりも、よくできた嘘を高く評価する。

たれる（1d6 ＋ 3 の [ 火 ] ダメージ）。この光線は串に刺さったネズミ
も焼き尽くす。

蜘蛛の試練
ロルスの信徒たちは信仰の証として蜘蛛を用いる。この試練にお
いて、冒険者は蜘蛛が網でハエを捕らえるように、アンデッド化し
たネズミを捕まえて殺さなければならない。

このエリアの特徴
壁の文字：壁に書かれた輝く魔法の文章の内容は以下の通りであ
る：“獲物を網にかけ、牙で貫け。3 度の後、汝の望みはかなえられ
ん。”
ほこりまみれのロープ：壁や天井に蜘蛛の巣のごとく張り巡らされ
たこのロープに付着している灰色のほこりは、ロープにふれたもの
すべてに付着する。この“蜘蛛の巣”と壁や天井の間には1フィート以
上の隙間があり、低いものはキャラクターの手が届く位置にある。
ネズミ：長い方の壁の両側の天井ぞいに、くぼみが走っている。こ
れらのくぼみは格子で蓋がされており、アンデッド化したネズミた
ちが中でうごめいているのが見える。格子の穴のいくつかはネズミ
が通り抜けられるほど大きく、そういった穴の中へとロープが通じ
ている。ネズミたちは、望むならこのロープをつたって移動するこ
ともできる。
串と骨：長さ 3 フィートの串が 3 本、部屋の中央に突き立っている。
キャラクターはすべての串に乾いた血の跡があることに気づく。串
の根元にはネズミの骨がちらばっている。

デーモンの試練
ロルスはデーモンと強いつながりを有している。この試練におい
て、キャラクターはバロールの彫像に正しい武器を持たせ、その武
器に適切なエネルギーを宿らせなければならない。

このエリアの特徴
壁の文字：壁に書かれた輝く魔法の文章の内容は以下の通りであ
る：“いつの日か、ロルスはアビスの軍勢を率いる。ロルスの将軍た
ちにふさわしい武装を施すべし”
デーモンの彫像：この部屋の扉と反対側の壁に、赤い石から削りだ
された像が立っている。1 対の角とコウモリに似た翼を備え、咆哮を
上げるかのように大きく口を開いた、化け物じみた人型のクリーチ
ャーの像だ。この像の両手には隙間があり、何かをつかむように作
られているように見える。
武器棚：長い方の壁に武器棚があり、6 種類の武器が 1 つずつ並ん
でいる：バトルアックス、ロングソード、フレイル、メイス、スピ
ア、ウィップ。
宝石と印：長い方の壁には 4 種類の宝石もはめこまれており、それ
ぞれの宝石の下には別々の印が刻まれている：黄色の宝石に稲妻の
印、青い宝石に雪の欠片の印（冷気）、緑の宝石に滴をたらす刃の印
（毒）、赤い宝石に炎の印。

試練の内容
キャラクターは天井近くまで登った上で、ネズミをおびき出すか
穴に手を突っ込んで引っ張り出すかしなければならない。ロープを
使った登攀は難易度 9 の〈運動〉判定である。
ネズミを殺すのは簡単だ（AC12、頑健／反応／意志 10；hp1）。し
かし、ロープを伝って格子の外に出てくる前に死んだネズミには、ロ
ープのほこりは付着していない。

蜘蛛の試練のヒント
〈自然〉
（難易度8）
：ネズミはすばしっこく、ロープをつたって走り
回ることができる。食べ物や君自身など、何らかのおとりを使えば
ネズミを誘い出すことができるかもしれない。
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この赤い光線によるダメージを 3 回受けた冒険者は檻の中に瞬間
移動させられる。P.31 の『檻』を見よ。

試練の内容
冒険者は像の手に正しい武器を持たせなければならない：一方の
手にロングソード、もう一方の手にウィップ。
2 つの武器を持たせた後は、ふさわしい宝石を用いてこれらの武器
に適切な種類の魔法のエネルギーを宿らせなければならない：ロン
グソードに電撃、ウィップに火。
正しい武器 2 つを持たせ、それぞれに適切なエネルギーを宿らせ
たならば、この部屋の扉が開く。

デーモンの試練のヒント
〈魔法学〉
または〈歴史〉
（難易度13）：この彫像はバロールと呼
ばれるデーモンに似ている。稲妻の剣と炎の鞭を持ち、アビスの
軍勢を率いるクリーチャーだ。

展開
像に間違った武器を持たせたキャラクターはその武器からの攻撃
を受ける（＋ 7 対 AC；1d8 ＋ 2 ダメージ）。そしてその武器は武器棚
に戻る。
宝石に触れると、その宝石に対応するダメージ種別の光線が、バ
ロールが持つ武器に向かって放たれる。武器と光線の種別が適切で
あるならば（ロングソードと電撃、ウィップと火）、武器はその光線
を吸収する。適切でない場合、光線は反射されて冒険者に向かって

檻
試練に失敗したキャラクターは、ホールの端にある檻の上の穴の
位置に瞬間移動させられ、落下して 1d10 ダメージを受ける。内側か
ら檻を開けるには難易度 20 の〈盗賊〉判定または難易度 25 の〈運動〉
判定が必要である。檻の外側にいるキャラクターは難易度 13 の〈盗
賊〉判定または難易度 20 の〈運動〉判定によって檻を開けることがで
きる。
キャラクターが檻の中に投げ込まれた時、以下の文章を読み上げるこ
と：
突然、あなたがさっきまでいた部屋は消え失せます。あなたは細い
シュートの中を滑り落ちています。ドシンと落下した先は、鍵のかかっ
た鉄格子に囲まれた空間です。あなたが入っている檻以外にもいくつ
か檻が並んでいるのが見えます。

くる（1d4 ＋ 2 の、対応する種別のダメージ）。
この光線によるダメージを 3 回受けた冒険者は檻の中に瞬間移動

他のキャラクターがすでに檻の中にいるか、ホールに出ている場

させられる。『檻』を見よ。

合、状況にふさわしいように文章の内容を変えること。

部屋の外

セッションの終了

キャラクターが部屋の試練を突破すると、その部屋の扉が開き、マ
ップ中央の大きなホールに出られるようになる。
キャラクターが試練を突破したなら、以下の文章を読み上げること：
この部屋の短い方の壁の片方が持ち上がり、広いホールに通じる戸
口が開きます。このホールの天井はとてつもなく大きな蜘蛛のような形
に彫り込まれています。天井の巨大な胴体から、8 本の足が柱のように
壁沿いに伸びているのです。壁が持ち上がった箇所はこの足の一番下
の部分でした。
蜘蛛の8 本の足が、
ホールの両側に 4 つずつ並んだ部屋の入り口にそ
れぞれ対応しています。2つの扉には黒いオニキス
（縞瑪瑙）
の円盤がは
め込まれ、別の2つには白い石製の仮面がはめられています。もう2 つ
は蜘蛛をかたどった銀の象嵌が施され、最後の2つにはにやにや笑うデ
ーモンの顔が刻まれています。
ホールの一方の端にはいくつかの檻があって、どれも天井部分に穴

試練の間および檻を脱出した冒険者たちは小休憩を取ることがで
きる。
冒険者たちが移動を再開したなら、以下の文章を読み上げること：
皆さんはロルスの試練を突破し、本物のアンダーダークの自然洞窟
までたどり着きました。壁一面を覆うキノコが放つ燐光によって、あた
りは薄気味悪い緑色に照らし出されています。
この道の先は下りの崖に
なっていて、
空っぽの洞窟が広がっています。薄暗がりの中に他の出口
は見当たりません。
キャラクターたちが崖を降りたなら、以下の文章を読み上げること：
洞窟の中に女性のものらしき共通語の声が響き渡ります。
「武器を捨
てて降伏しろ。その方がお前たちのためにもなるぞ。それとも、貴様ら
が相手をしてきた有象無象のドラウどもと、我らジェイルレ家との格の
違いをその身で思い知りたいか？」

が開いています。これらの檻は蜘蛛の腹の真下に位置しており、壁に
は蜘蛛の巣のような模様がついています。
ホールのもう一方の端はでこ
ぼこの洞窟に通じています——アンダーダークに通じるトンネルです。
試練の間への扉を外側から開けることは可能だが（難易度 25 の
〈盗賊〉または〈運動〉）、これを試みた者は判定の成否にかかわらず
2d6 ＋ 4 の [ 電撃 ] ダメージを受ける。
このエリアから伸びる自然洞窟は次の遭遇に続いている。

このセッションはここで終わる。

報酬
このセッションが終了した時点で、各キャラクターはロルスの試
練を潜り抜けたことによって経験点を 350XP ずつ獲得する。
財宝：欺きの試練およびデーモンの試練に登場した宝石は壁から
取り外すことが可能である。ただし、宝石を外した者はその宝石か
らの攻撃を受ける（それぞれの試練の項目を参照のこと）。この財宝
はキャラクター 1 人あたり 100gp に相当する。

テーマ：トレジャー・ハンター
トレジャー・ハンターのテーマを持つキャラクターは、宝石を外し
ても攻撃を受けない。

31

セッション7：
ジェイルレ精鋭部隊

キャラクターたちがドラウの素性を確かめようとした場合、以下の文章
を読み上げること：
「我らを、貴様らの相手をしてきたゴミどもと一緒にするな！ ヴァ

前回のセッションの最後のシーンにおいて、アンダーダークのト

ラン殿の信頼を得られる者は極めて少ないのだ。
我らはヴァラン殿と同

ンネルにたどり着いた冒険者たちの前に、ドラウのジェイルレ家の

じ家門に属する者、ザジフェアリンのドラウどもの支配者だ。奴らの仕

戦士たちが現れた。今回のセッションはそのシーンの続きから始ま

事は、我らが手を下すまでもない雑事を片付けることよ。たとえば、シ

る。

ャドウデイルにはびこる家畜どもの相手だな。ジェイルレの名を冠する
者が、この土地の真の支配者の座に返り咲く日は近いと知れ」

セッションの開始時に以下の文章を読み上げること：
皆さんはロルスの試練を突破し、本物のアンダーダークの自然洞窟
までたどり着きました。壁一面を覆うキノコが放つ燐光によって、あた

キャラクターたちがカーラとサリネルについて尋ねたなら、以下の文章
を読み上げること：

りは薄気味悪い緑色に照らし出されています。
この道の先は下りの崖に

ドラウの女は笑い声を上げます。
「あの小娘か。エルミンスターの名

なっていて、
空っぽの洞窟が広がっています。薄暗がりの中に他の出口

前をわめきちらし、先祖伝来の剣がどうのこうのとほざいておったな。

は見当たりません。

それに、金魚の糞のようなエルフの青二才が……」
彼女は忌々しげに唾
を吐いて続けます。
「奴らなら、デーモンスパーに置いてきた。後は兵

キャラクターたちが崖を降りたなら、以下の文章を読み上げること：

士どもが地下深くに連れて行くだろうよ。シャドウデイルが再び我らの

洞窟の中に女性のものらしき共通語の声が響き渡ります。
「武器を捨

手に戻った時、
昔の領主の子孫が我らの奴隷となっているというのは何

てて降伏しろ。その方がお前たちのためにもなるぞ。それとも、貴様ら
が相手をしてきた有象無象のドラウどもと、我らジェイルレ家との格の
違いをその身で思い知りたいか？」

とも小気味良い話ではないか！」
〈看破〉
（難易度 13）：彼らに冒険者たちの降伏を受け入れるつも

声は皆さんの斜め後ろから聞こえてきました。斜め後ろの崖の上に3

りは無い。PC たちが武器を捨てたなら、ドラウたちはその武器を押

人のドラウが武器を構えて立っています。指揮官らしき女性はローブを

収した上で襲いかかってくるだろう。ヴァランはすでに冒険者たち

まとい、棘だらけの鞭を手にしています。その隣の男は筋骨たくましく、

の行動を知っており、PC たちを生かしておくつもりはない。

髪はぼさぼさで、蜘蛛の印が刻まれたモールを振りかぶっています。3

冒険者たちが攻撃しようとした場合、なかなか降伏しようとしな

人目はロングソードの二刀流で、奇妙な革でできた鎧を身につけてお

い場合、あるいは降伏した場合、いずれも戦闘が始まる。P.34 の戦

り、唇は縫い付けられて開かないようにされています。3 人の衣服には

闘遭遇『打撃部隊』に進むこと。

ヴァランが身につけていたのと同様の、日輪から発した2 筋の光が牙の
ように曲がって下向きに突き出している紋章が見て取れます。
このドラウたちはヴァランに忠誠を誓っており、ヴァランから“ジ
ェイルレ精鋭部隊”という名を授かっている。ねじれた塔に進入して
ペンダント・オヴ・アシャーバを盗み出したのはこの部隊である。
この時点では冒険者たちが知るよしもないことだが、セッション 5
の後で彼らが大休憩を取っている間に、カーラ・サルウッドとサリ
ネルはこの部隊によって捕虜にされている。
このドラウは冒険者たちと話をするふりをしてだまし討ちを仕掛
けようと考えているが、ちょっとした切っ掛けさえあればためらい
なく襲いかかるつもりである。以下の文章をそのまま読み上げるか、
またはその場の状況にふさわしいように言い換えること。すぐに戦
闘になった場合、（冒険者たちが敵を皆殺しにせず捕虜を取ったな
ら）戦闘の後の尋問シーンにおいて、これらの情報の一部またはすべ
てを明かすこと。特にカーラとサリネルに関する情報は必ずPCたち
に渡すべきである。
キャラクターたちが交渉の意志を見せつつも武器は捨てなかった場合、
以下の文章を読み上げること：
ドラウの指揮官が叫びます。
「言葉遊びの時間は無い！ 塔の衛兵ど
もは我らにとって何の妨げにもならなかった。あの人間と、ペットのエ
ルフも、少々手向かいはしたが結局は我らの奴隷となった。貴様らも同
じことよ。今すぐ降伏しろ。無駄な時間をかけたぶんだけ、
苦しみが長
引くことになるぞ！」
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捕虜にされた NPC
冒険者たちが大休憩を取っている間に、カーラとサリネルはも
う1度エルミンスターに会いに行った。彼女たちは新たな指示を
受け、
トンネルの中に瞬間移動させられて、PCたちに先行して進
んでいった。
冒険者たちが休憩のために足を止めていることを知らぬまま、
カーラとサリネルは先へ先へと進んで行き、ジェイルレ家の精鋭
部隊に出くわしてしまった。短い戦闘の後、
ドラウたちは2人を捕
虜にし、奴隷として使役するためにザジフェアリンに送った。
カーラは奴隷窟に送られており、セッション12で再登場する。
一方エルフであるサリネルは死ぬほど鞭打たれ、“ハエ取り網”と
呼ばれているザジフェアリン内の迷路のような場所に放置された。
冒険者たちはセッション10において彼を発見することになる。

ジェイルレ精鋭部隊
これらのドラウたちはヴァラン・ジェイルレと共にミノース砦か
らやってきた。彼らはジェイルレ家の若き俊英であり、速やかにザ
ジフェアリンのドラウたちの支配者となった。

女神官セレス・ジェイルレ

蜘蛛の相棒クリンクス

この精鋭部隊の指揮官は蜘蛛の毒を操ることができる。ジェイル

オノースの相棒であるこの蜘蛛は、彼の剣が素早く 2 回ぶつかる

レ家の分派がザジフェアリンを離れる以前、セレスとヴァランはミ

音に反応する（訳注：クリンク／ Clink はチャリン、カチンという擬

ノース砦においてライバル関係にあり、ジェイルレ家に属する他の

音語）。彼らの出会いはこのレンジャーがザジフェアリンにやってく

ドラウたちはいずれ一方がもう一方を殺すだろうと予測していた。

る数ヶ月前のことであった。蜘蛛の調教は難しかったが、今ではオ

しかし、2 人の競争が激化するにつれて、両者の野心もまた、ミノー

ノースの忠実な相棒となった。このクリーチャーは壁や天井を登る

ス砦内の誰よりも大きくなっていた。

能力を活用して、他の者では近づけない場所からアイテムを回収し

ザジフェアリンを離れたヴァランの分派にセレスが加わった時、
誰よりも驚いたのはヴァラン自身だった。ミノース砦に閉じこもっ
ているよりも、外の世界で何か大きな事を成し遂げたいという気持
ちが、ライバル意識を上回ったのだ。ヴァランは彼女にかなり大き
な裁量権を与え、ジェイルレの最強部隊の指揮官に任命した。
男に命令されることに慣れていないセレスは苛立ちを募らせてお
り、ヴァランがロルスから受け取ったというヴィジョンにも不審の
念を抱いている。そもそも、“蜘蛛の女王”に信徒の助けが必要だとし
たら、女神官たちに命令を与えるのが当然ではないか。冒険者たち
がセレスとやり取りする際にも、彼女が抱えている疑念や憤懣が顔
をのぞかせるかもしれないが、それによってこの遭遇の結末が変わ
ることはない。

“骨砕き”
ドルヴォン・ジェイルレ
ドルヴォンに対して好意と呼べる感情を抱く者は皆無だ。彼は残
忍で激しやすい悪党であり、複雑怪奇なドラウ社会でのやり取りは
不得意である。だが、彼にとっては幸運なことに、ドルヴォンはそ
の戦闘能力によって有用な人物とみなされている。
精鋭部隊の一員であるドルヴォンは、ジェイルレ家以外のドラウ
に対して威張りちらすという特権を思うぞんぶん享受している。だ
が、身分の低い者に対する嫌がらせがあまりに度を過ぎたため、彼
はヴァラン・ジェイルレから目を付けられてしまった。ドルヴォン
は自分が監視されていることに気づいており、素行を改めないと追
放されることを認識している。今のところ、彼は自分の凶暴性をで
きる限り押さえ込んでおり、シャドウデイルへの侵攻において精鋭
部隊が手柄を立てれば今よりも自由になれるだろうと期待している。

暗殺者キーティ・ジェイルレ
内気で秘密主義の暗殺者であるキーティは、ほとんどの時間を他
の精鋭部隊のメンバーから距離を置いて過ごしている。彼女はいつ
も影の中や洞窟の隅に潜んでいるが、仲間の物音が聞こえないほど
遠くに行こうとはしない。彼女の忠誠心はヴァランのみに捧げられ
ている。彼女はセレスの行動を監視する任務を負っており、女神官
がヴァランを裏切ろうとしたならこれを殺すことを誓っている。
キーティが持ち歩いている蜘蛛糸のロープはさまざまな役に立つ。
たとえば有利な地点まで登ったり、ダガーに結び付けて即席の銛を
こしらえ、敵を引き寄せたりするのである。

レンジャーの
“口無し”
オノース

たり、伝書鳩のように手紙を運んだりしている。

セッションの終了
冒険者たちがいずれかのドラウを殺さず捕らえたなら、捕虜を尋
問することが可能である。だが、精鋭部隊のメンバーは必要最小限
の情報しか知らされていない。彼らはヴァランに忠誠を誓っている
——少なくとも、標準的なドラウなみの忠誠心は持ち合わせている。
キャラクターたちが最初に尋ねる可能性の高い質問の 1 つは、ド
ラウたちがどうやってこの部屋に出入りしているのかだろう。何し
ろ、PC たちが通ってきたロルスの試練の道以外に、目に見える出入
り口は見当たらないのだ。ドラウたちの口を割らせるか、部屋の中
を丹念に捜索したならば、部屋の南東側に隠された出入り口が見つ
かる。洞窟の壁にボルトで固定された枷を引っ張ると、横開きの隠
し扉が開く。
冒険者たちがこのエリアを出た後で、以下の文章を読み上げること：
この通路には冷たい風がかすかに吹いています。トンネルは皆さん
の前方で広がって巨大な洞窟になります。洞窟の床はきわめて深いら
しく、ここからでは見えません。足元から暗闇の中にロープ橋が伸びて
いるのが見えます。同様の橋が 3 つ、洞窟の横の壁から伸びています。
これらすべての橋は、巨大な鍾乳石の先端で合流しています。この、
自然が産み出した逆さまの塔は、中にいくつもの部屋が作られているよ
うに見えます。あちこちの窓からは恐ろしげなランタンの明かりが漏れ
ています。闇の中で光を反射してかすかにきらめているのは蜘蛛の糸
です。洞窟内の、鍾乳石より低い部分全体が、巨大な蜘蛛の巣に覆わ
れているのです。
このセッションはここで終わる。

報酬
このセッションが終了した時点で、各キャラクターは精鋭部隊と
戦ったことによって経験点を 350XP ずつ獲得する。
財宝：ドラウたちは合計で（キャラクターの人数 ×50）gp を持っ
ており、また P.3 の宝物表でランダムに決めた魔法のアイテムを 1 つ
持っている。さらに、セレスはランダムな魔法のアイテムをもう 1
つ持っている。
（女神官の持ち物にふさわしくない結果が出た場合は
再ロールすること）。キーティが持っている蜘蛛糸のロープは 50 フ
ィート分の絹のロープとして扱うが、重量は通常の半分である。

有能な斥候であり、足跡追跡と動物調教の達人でもあるオノース
は、精鋭部隊においてたやすく自分の位置を確保した。だが、ヴァ
ランに対して一瞬の敵意を向けた結果、彼の地位が現時点よりも向
上する可能性は皆無となっている。ジェイルレ家の支配者に対して
軽率な口をきいて怒らせたため、このレンジャーはむごたらしいや
り方で口のきき方を矯正されるはめになった。心を操る魔法によっ
てオノースはヴァランの前にひざまずかされ、自分自身の手で自分
の口を縫い閉じさせられたのである。
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打撃部隊
遭遇レベル 3

セットアップ

K

セレス・ジェイルレ、ドラウの女神官（S）
ドルヴォン・ジェイルレ、ドラウの“骨砕き”（D）
キーティ・ジェイルレ、ドラウの暗殺者（K）
オノース、ドラウのレンジャー（O）
クリンクス、デスジャンプ・スパイダー（C）
冒険者たちを待ち構える時間が充分にあったので、遭遇の開始時

S
D
O

においてドラウたちの多くは冒険者たちよりも 10 フィート高い小
さな岩棚の上にいる。
キーティは北東の隅に隠れており、クリンクスは天井にいる。
〈知覚〉
（難易度 18）：人間並の大きさの蜘蛛が皆さんのほぼ真上の

START
AREA

C

天井に張り付いています。蜘蛛はぴくりとも動かず、まるで誰かからの
攻撃命令を待っているかのようです。

〈知覚〉
（難易度 21）：革鎧を着た女のドラウが、ナイフを構えた低

い姿勢で洞窟の隅に身を隠しています。
遭遇の開始時に以下の文章を読み上げること：
ドラウの女神官は一歩退き、2 人の戦士は皆さんめがけて跳び降りて
きます。彼らの目は激戦の予感にらんらんと輝いています。
ドルヴォン・ジェイルレ、“ドラウの骨砕き”（D）
レベル3 暴れ役
中型・フェイ・人型
hp：55；重傷値：27
イニシアチブ：＋3
AC15；頑健16、
反応15、
意志14
〈知覚〉＋2
移動速度：6
暗視
標準アクション
mモール
（
［武器］
）
◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：2d6＋7ダメージ、重傷時には3d6＋7ダメージ。
マイナー・アクション
クラウド・オブ・ダークネス／闇の雲
（［区域］）◆遭遇毎
効果：近接範囲・爆発1の範囲内に、
ドルヴォンの次のターン終了時まで持
続する区域が生じる。この
［区域］
はドルヴォンを除くすべてのクリーチャーの
視線を遮る。この雲の区域の中に完全に入っているクリーチャーは、
ドルヴォ
ンを除いて皆、
盲目状態になる。
トリガー型のアクション
シーク・リヴェンジ／仇を追う
（［武器］）◆無限回
トリガー：ドルヴォンから6マス以内にいる敵が、
ドルヴォンの味方のhpを0以
下にする。
効果：ドルヴォンはトリガーを引き起こした敵に対して、
自分の移動速度分まで
のシフトしモールによる攻撃を行なう。
【筋】17（＋4）
【敏】15（＋3）
【判】12（＋2）
【耐】15（＋3）
【知】10（＋1）
【魅】13（＋2）
属性：悪
言語：共通語、エルフ語
装備品：ハイド・アーマー、モール
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キーティ・ジェイルレ、
“ドラウの暗殺者”（K）
レベル3 奇襲役
中型・フェイ・人型
hp：36；重傷値：18
イニシアチブ：＋8
AC17；頑健14、反応16、意志15
〈知覚〉
＋6
移動速度：6、登攀4
暗視
標準アクション
mダガー
（［武器］、
［毒］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d8＋4ダメージおよび継続的［毒］
ダメージ5（セーヴ・終了）
。
スパイダー・ダンス／蜘蛛の舞い◆無限回
効果：キーティはその移動速度の半分までシフトを行ない、次の彼女のターン
終了時まですべての防御値に＋5のボーナスを得る。このボーナスを得ている
間に彼女への攻撃がミスしたなら、彼女はそのたびに1マスのシフトを行なえ
る。
R シルケン・ストランド／絹糸縛り◆再チャージ：キーティがスパイダー・ダン
スを使用した時
攻撃：遠隔・5（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：2d4＋6［精神］
ダメージ、キーティは目標を4マス引き寄せる。この引き
寄せの終了時に目標がキーティに隣接していたなら、彼女はフリー・アクショ
ンとしてその目標にダガーを使用できる。
マイナー・アクション
クラウド・オブ・ダークネス／闇の雲（［区域］）◆遭遇毎
効果：近接範囲・爆発1の範囲内に、キーティの次のターン終了時まで持続
する区域が生じる。この区域はキーティを除くすべてのクリーチャーの視線を
遮る。この雲の区域の中に完全に入っているクリーチャーは、キーティを除い
て皆、盲目状態になる。
技能：〈運動〉＋9、
〈隠密〉＋9、
〈軽業〉＋9
【筋】10（＋1）
【敏】17（＋4）
【判】10（＋1）
【耐】12（＋2）
【知】11（＋1）
【魅】14（＋3）
属性：悪
言語：共通語、エルフ語
装備品：レザー・アーマー、ダガー×8、蜘蛛糸のロープ

セレス・ジェイルレ、“ドラウの女神官”（S）
レベル4 砲撃役（指揮）
中型・フェイ・人型
hp：44；重傷値：22
イニシアチブ：＋3
AC18；頑健15、
反応16、
意志17
〈知覚〉＋8
移動速度：6
暗視
特徴
ロルスス・ジャッジメント／ロルスの裁き
セレスが1体の敵に対し攻撃をヒットさせたなら、セレスの次のターンが終了す
るまでの間、セレスから視線が通るすべての“（スパイダー）”はその敵に対する
攻撃ロールに＋2のボーナスを得る。
標準アクション
mスカージ
（
［武器］
）
◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：1d6＋3ダメージおよび継続的ダメージ5（セーヴ・終了）。
R ヴェノム・レイ／毒光線
（［毒］）◆無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋9対“反応”
ヒット：1d6＋4［毒］
ダメージおよび継続的［毒］
ダメージ5（セーヴ・終了）。
C ヴェノム・ブラスト／猛毒噴射◆再チャージ：初めて重傷になった時
攻撃：近接範囲・噴射3（噴射の範囲内の敵すべて）；＋7対“頑健”
ヒット：2d6＋6［毒］
ダメージ、セレスは目標を3マス押しやる。
ミス：半減ダメージ、さらにセレスは目標を1マス押しやる。
マイナー・アクション
R ダークファイアー／闇の火◆遭遇毎
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋9対“反応”
ヒット：セレスの次のターンの終了時まで、
目標は戦術的優位を与え、不可視
や視認困難の利益を得ることもできない。
技能：
〈威圧〉
＋11、
〈軽業〉＋8、
〈魔法学〉＋10
【筋】10（＋2）
【敏】13（＋3）
【判】12（＋3）
【耐】14（＋4）
【知】16（＋5）
【魅】18（＋6）
属性：悪
言語：共通語、エルフ語
装備品：ローブ、スカージ
オノース、
ドラウのレンジャー（O）
レベル4 遊撃役
中型・フェイ・人型、
ドラウ
hp：54；重傷値：27
イニシアチブ：＋8
AC17；頑健16、
反応16、
意志14
〈知覚〉＋9
移動速度：7
暗視
標準アクション
mロングソード
（
［武器］
）
◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：2d8＋3ダメージ、もしも目標がオノースに戦術的優位を与えているなら
2d8＋6ダメージ。
効果：2マスまでシフトする。
M ワーリング・ブレーズ／旋風の刃◆再チャージ 5 6
効果：オノースはロングソードを2回使用する。
マイナー・アクション
コマンド・スパイダー／蜘蛛への指令◆無限回
（1ラウンド1回のみ）
効果：近接範囲・爆発5（爆発の範囲内にいる味方の
（スパイダー）1体）
目標はその移動速度の半分までシフトできる。
R ダークファイアー／闇の火◆遭遇毎
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋7対“反応”
ヒット：オノースの次のターンの終了時まで、
目標は戦術的優位を与え、不可視
や視認困難の利益を得ることもできない。
技能：
〈運動〉
＋10、
〈隠密〉＋11
【筋】16（＋5）
【敏】18（＋6）
【判】15（＋4）
【耐】14（＋4）
【知】10（＋2）
【魅】12（＋3）
属性：悪
  言語：共通語、エルフ語（話すことはできない）
装備：ハイド・アーマー、ロングソード×2

デスジャンプ・スパイダー（C）
レベル4 遊撃役
中型・自然・野獣
（スパイダー）
hp：52；重傷値：26
イニシアチブ：＋5
AC18；頑健17、反応16、意志15
〈知覚〉
＋7
移動速度：6、登攀6（蜘蛛歩き）振動感知5
抵抗：［毒］5
特徴
ウェブ・ウォーク／クモの巣渡り
このスパイダーはクモの巣からなる移動困難地形を無視する。
標準アクション
mバイト／噛みつき
（［毒］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：1d6＋3ダメージ、
目標は継続的［毒］
ダメージ5を受ける
（セーヴ・終
了）。
M デス・フロム・アバヴ／頭上からの死◆再チャージ 4 5 6
効果：このスパイダーは6マスの跳躍を行なう。この移動は機会攻撃を誘発し
ない。跳躍の後、このスパイダーはバイトを使用する。これがヒットしたなら、
目標は倒れて伏せ状態となる。
移動アクション
プロディジャス・リープ／超跳躍◆遭遇毎
効果：このスパイダーは10マスの跳躍を行なう。この移動は機会攻撃を誘発
しない。
技能：〈運動〉＋9、
〈隠密〉＋8
【筋】14（＋4）
【敏】12（＋3）
【判】10（＋2）
【耐】12（＋3）
【知】1（ー3）
【魅】8（ー1）
属性：無属性
言語：——

戦術
セレス：ドラウの女神官は仲間にくらべて接近戦が不得手である
ため、崖から落とされない限りは崖の上に留まってヴェノム・レイ
を使い続ける。
ドルヴォン：血に飢えた骨砕き屋はできるだけ多くの冒険者に接近
し、仲間が倒れた時にシーク・リヴェンジを使える可能性を高めよ
うとする。
キーティ：彼女はシルクン・ストランドで敵を引き寄せ、ダガーで
毒を与えようとする。キーティは敵をクラウド・オヴ・ダークネス
の中に引きずり込むことを特に好む。
オノース：このレンジャーはクリンクスから 5 マス以内に留まり、
コマンド・スパイダーで相棒を移動させ続ける。可能な限りクリン
クスと共に敵を挟撃して戦術的優位を得ようとする。
クリンクス、デスジャンプ・スパイダー：この蜘蛛は戦場を跳びまわ
って近接攻撃の的にならぬようにし、自分のターンが来ると頭上か
ら敵に襲いかかる。レンジャーのターンにはオノースの指示に従っ
て敵を挟撃できる位置に移動する。

このエリアの情報
明るさ：燐光キノコがエリア全体を“薄暗い”光で満たしている。
天井：でこぼことした洞窟の天井は高さ 10 フィートから 20 フィ
ートの間である。
崖：この崖の高さは 10 フィートであり、上に登るには難易度 15
の〈運動〉判定が必要である。
積み重なった石：これらのマスは石が散らばっており、移動困難な
地形である。
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セッション8：デーモンスパー
冒険者たちは前回のセッションにおいて、ジェイルレ家の精鋭部
隊を撃破し、行き止まりに見えた洞窟の出口を発見し、洞窟の奥深
くへと進んで行った。
セッションの開始時に以下の文章を読み上げること：
この通路には冷たい風がかすかに吹いています。トンネルは皆さん
の前方で広がって巨大な洞窟になります。洞窟の床はきわめて深いら
しく、ここからでは見えません。足元から暗闇の中にロープ橋が伸びて
いるのが見えます。同様の橋が 3つ、洞窟の横の壁から伸びています。
これらすべての橋は、巨大な鍾乳石の先端で合流しています。この、
自然が産み出した逆さまの塔は、中にいくつもの部屋が作られているよ
うに見えます。あちこちの窓からは恐ろしげなランタンの明かりが漏れ
ています。闇の中で光を反射してかすかにきらめいているのは蜘蛛の
糸です。洞窟内の、鍾乳石より低い部分全体が、巨大な蜘蛛の巣に覆
われているのです。
鍾乳石の先端に繋がるロープ橋はもう1つあって、奈落の向こう側に
伸びています。この橋はきちんと手入れされたきわめいて頑丈なもの
で、洞窟の反対側に渡る唯一の手段です。
皆さんに近い側の橋の上を、ドラウの小集団が渡っているのが見え
ます。鎖に繋いだゴブリンの奴隷たちを鍾乳石の中へと連れて行くとこ
ろのようです。
冒険者たちがたどり着いたのは、太古からの地下洞窟の交差点で
ありドラウの監視拠点であったデーモンスパーと呼ばれる場所であ
る。デーモンスパーはドラウの前線拠点であるザジフェアリンの入
り口近くの、巨大な鍾乳石をくり抜いて築かれている。鍾乳石から
四方八方に伸びた橋はアンダーダークの各地への近道となっており、
他の脇道を通るのにくらべて旅程を何日も短縮できる。
デーモンスパー周辺の洞窟網には、地下の野獣やドラウ以外の人
型生物が住み着いている。ザジフェアリンのドラウはこれらの洞窟
を襲撃し、得られる限りの奴隷と食料と金品を強奪してはデーモン
スパーに戻り、良いものを選び出してザジフェアリンに送っている。
コボルドやゴブリンその他のアンダーダークの住人たちはデーモ
ンスパーに近づこうとしない。多くの同族が捕らえられるのを見て
きた上に、この呪われた場所およびそれを見張る蜘蛛の怪物どもに

キャラクターたちがデーモンスパーに近づいた時点で以下の文章を読
み上げること：
鍾乳石に開けられた窓を見るに、あの内部には 3 つの階層 *があるよ
うです。岩壁の表面には危なっかしい木製の階段が取り付けられてお
り、1つの窓から出発して下の階の窓へと通じています。それぞれの窓
の上側には赤いランタンが吊るされていて、揺らめくことのない魔法の
光を放っています。真ん中の2 つの階でドラウたちが歩き回り、奴隷の
ゴブリンたちを怒鳴りつけているのが見えます。
（* 訳注：原文は 4だがマップは 3 層しかない）
冒険者たちが慎重に近づくなら、彼らはドラウに気づかれずに忍
び寄ることができ、デーモンスパーに突入する前に内部を偵察する
機会が得られるかもしれない。
集団〈隠密〉
（難易度 15）：冒険者たちは注意を引くことなく移動
することができる。この判定に失敗した場合、ドラウたちは PC たち
がロープ橋を渡って近づいてくるのに気づく。
冒険者たちが気づかれなかったなら、以下の文章を読み上げること：
ドラウたちは捕虜全員を鎖から外しています。ほとんどは弱々しい小
さなゴブリンですが、1 体だけ大柄なバグベアがいます。ドラウが 1 体
のゴブリンを引っぱたいて共通語で怒鳴りつけると、他の者たちは怯え
て縮こまります。
「動物諸君、デーモンスパーへようこそ！ せいぜい
頑張って、自分の価値を我々に証明することだな。うまくやれば、ザジ
フェアリンで奴隷として飼ってやろう。だが我々を失望させた奴は、蜘
蛛の餌だ！」

交差点の部屋
鍾乳石に向かっていたすべてのロープ橋は、一番上の部屋で合流
している。この部屋にあるのは、カーラとサリネルがかつてここに
いたという手がかりと、いくつかの足跡と、下りの階段だけだ。ド
ラウたちが侵入者に気づいていた場合、彼らはここで待ち構えてい
る。
集団〈隠密〉
（難易度 13）：冒険者たちは注意を引くことなく移動
することができる。この判定に失敗した場合、ドラウたちは PC がデ
ーモンスパーに入り込んだことに気づく。
キャラクターたちが鍾乳石にたどり着いた時点で、ドラウに気づ

関する恐ろしい噂を嫌というほど聞いているのだ。

かれていようといまいと、P.38 の戦闘遭遇『デーモンスパーの戦い』に

デーモンスパーへの接近

進むこと。『セットアップ』の項に、遭遇の開始時点での状況の違い

デーモンスパーを取り囲む洞窟は、中空の鍾乳石そのものと同じ
くらい大きい。橋を中ほどまで渡らない限り、デーモンスパーの詳
細を見て取ることはできない。

が説明されている。

カーラとサリネル
ジェイルレ家の精鋭部隊に捕らえられた後、カーラとサリネルは
デーモンスパーに連行された。彼らはザジフェアリンに帰還する予
定の別のドラウの部隊に引き渡され、ペンダント・オヴ・アシャー
バもザジフェアリンに運ばれた。交差点の部屋を探すと、カーラが
使っていた丸い木製の盾が壁際に投げ捨てられているのが見つかる。
また、乾いた血がこびりついた岩の近くに、サリネルのものらしき
緑色の髪が一房ちらばっている。
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デーモンスパーの歴史
ドラウたちがシャドウデイルの支配者となる以前から、デーモン

キャラクターたちがザジフェアリンに続く橋を進み始めたなら以下の文
章を読み上げること：

スパーは中空だった。ドラウに伝わる伝説によれば、この場所はか

この橋の先は多くの赤いランタンに照らされた幅広の自然洞窟に続

つてデーモンを召喚するために使われていたというのだが、それを

いています。トンネルが数マイルほど続いた後、
ドーム状の高い天井の

裏付けるような証拠はまったく残っていない。
ドラウたちがシャドウデイルを占拠した時、デーモンスパーは地
上世界の物資とアンダーダークの鉱脈からの宝石とが取引される交

洞窟に出ます。ドラウの前線基地であるザジフェアリンの防壁が、
床か
ら天井まで行く手をふさいでいます。
この防壁を通り抜けられる通路は、二重の鉄格子によって封じられ

易拠点として栄えていた。シャドウデイル失陥後、デーモンスパー

ています。鉄格子の両脇、地面から15フィート上の岩棚に矢狭間が並

とシャドウデイル地下の洞窟とを結んでいたロープ橋は切り落とさ

んでいるのが見えます。手前側の鉄格子の近くに、岩盤にボルトで固

れた。

衰退
ザジフェアリンのドラウがデーモンスパーを支配するようになっ
たが、彼らはこの場所をろくに活用しなかった。奴隷狩りの回数は
減り、間隔も伸びていった。まもなく、ザジフェアリンの衰退を良
しとしない非主流派たちの間で、「デーモンスパーの灯は未だ暗い」
という台詞が密かなキャッチフレーズになった。ザジフェアリンの
栄光を取り戻そうというヴァラン・ジェイルレの呼びかけに初めて
応えたのも、この非主流派であった。彼らにとっては、在りし日の
栄華が蘇りさえするのなら、ジェイルレ家の旗の下であろうともか

定されたウィンチがあって、その側にはオーガが 1 体、鎖で繋がれてい
ます。
このセッションはここで終わる。

報酬
このセッションが終了した時点で、各キャラクターはデーモンス
パーのドラウたちと戦ったことによって経験点を250XPずつ獲得す
る。ゴブリンたちを励ましてドラウを攻撃させることに成功したな
ら、各キャラクターは追加で 50XP を獲得する。
ここまですべてのセッションに参加してきたキャラクターは、こ

まわなかったのである。

の時点で 3 レベルになれるだけの経験点を獲得しているはずだ。

ジェイルレ家による再興

ており、また P.3 の宝物表でランダムに決めた魔法のアイテムを 1 つ

財宝：ドラウたちは合計で（キャラクターの人数 ×30）gp を持っ

ヴァラン・ジェイルレがザジフェアリンの支配者となった後、デ

持っている。あるいは、カーラのライト・シールドが宝物表のシー

ーモンスパーは昔同様に重要な場所となった。窓には再びランタン

ルド・オヴ・デフレクションだったことにして、それをこの遭遇で

の灯がともされた。奴隷の流通量は飛躍的に増加し、ジェイルレ精

獲得できる魔法のアイテムとみなしてもよい。後でパーティがカー

鋭部隊が率いる襲撃はゴブリンやコボルドの縄張り深くまで侵攻す

ラを救出した時、彼女は喜んでこの盾を PC たちに贈るだろう。

るようになった。
ヴァランの最大の野心は、デーモンスパーとロルスの試練がある
大洞窟とを結ぶロープ橋を再建することだった。この道が再び開か
れるまで、ドラウたちとシャドウデイルとの通路はずっと塞がった
ままだったのだ。

セッションの終了
戦闘終了後、冒険者たちは小休憩を取ることができる。蜘蛛の巣
に落ちていた者も、ロープを使って鍾乳石の中まで引き上げること
ができる。蜘蛛の巣の表面はデーモンスパーの一番低い窓から15フ
ィート下である。
最下層から伸びるロープ橋はザジフェアリンの門に続いている。
すべての橋を調べると、最もひんぱんに使われているのは最下層の
橋であることが分かる。他の橋はこのアドベンチャーと関係のない

J as o n F e l i x

アンダーダークの別の地域に通じている。
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デーモンスパーの戦い
遭遇レベル 3または 5

セットアップ
シャドウデイル・ドラウの神殿守備兵（D） 3 体
ゴブリンの狙い撃ち屋（G）		

8体

		
バグベアのごろつき
（B）

1体

肥え太ったケイヴ・スパイダー		

1体

冒険者たちが鍾乳石に忍び寄るのに失敗していた場合、ドラウた
ちはキャラクターたちの到着以前にゴブリンとバグベアを武装させ
ている。冒険者たちが交差点の部屋に進入した時点でようやく気づ
いたという場合は、ゴブリンもバグベアも武器を持っていない。詳
しくは『戦術』の項を見よ。
キャラクターたちがまったく気づかれること無く『START AREA』
までたどり着いた場合、PC たちは不意討ちラウンドを得る。さらに、
ドラウたちは最初のラウンドを奴隷に武器を与えることに費やさね
ばならない（『戦術』の項を見よ）。

蜘蛛の巣
デーモンスパーの下に広がる洞窟は巨大な蜘蛛の巣に覆われてい
る。詳しくは『このエリアの情報』を見よ。
いずれかの冒険者が蜘蛛の巣に落ちたなら、以下の文章を読み上げ
ること。
あなたは下に広がる巨大な蜘蛛の巣に突っ込み、粘着性の糸に絡ま
って落下は中断します。姿勢を立て直そうともがいているあなたの視界
の隅で動く影があります。身の幅 10フィートはあろうかという巨大な
蜘蛛が洞窟の端から現れて、まっすぐあなたの方に向かってきます。
クリーチャーが蜘蛛の巣に落下したなら、そのミニチュアをマッ
プから取り除くこと。蜘蛛の巣を表すために別のマップを使っても
よいし、その他 DM の好きな方法で蜘蛛の巣の上での遭遇を処理し
てかまわない。
落下したクリーチャーがモンスターであった場合、そのモンスタ
ーは自動的に蜘蛛に殺されることにしても良い。
いずれかのモンスターが蜘蛛の巣に落ちたなら、前の文章に加えて以
下の文章を読み上げること：
大きな蜘蛛は驚くべき速さで蜘蛛の巣に引っかかったクリーチャー
の頭上にたどり着きました。毒を滴らせる牙によって今まさに自分の命
が尽きようとしていることを悟った絶叫が響き渡ります。

戦術
ドラウの神殿守備兵：戦闘開始時に奴隷たちが武装していなかっ
た場合、このドラウたちは各自の最初のターンにおいて、マイナー・
アクションとして近くのゴブリンに隣接する 2 つまでのマスにいく
つかの武器を落とし、その後は冒険者に接近戦を挑む。可能な限り
スウィーピング・ストライクを使用して、敵を鍾乳石の外に落とそ
うとする。
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シャドウデイル・ドラウの神殿守備兵（D）3体
レベル2 兵士役
中型・フェイ・人型
hp：38；重傷値：19
イニシアチブ：＋5
AC18；頑健15、反応14、意志13
〈知覚〉
＋7
移動速度：6
暗視
標準アクション
mロングスピア
（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：1d10＋5ダメージ。
M スウィーピング・ストライク／転倒打撃（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：1d10＋5ダメージ。さらにこのドラウは目標を1マス横滑りさせるか、
倒
して伏せ状態にすることができる。
マイナー・アクション
R ダークファイアー／闇の火◆遭遇毎
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋5対“反応”
ヒット：このドラウの次のターンの終了時まで、
目標は戦術的優位を与え、
不可
視や視認困難の利益を得ることもできない。
トリガー型のアクション
M エンゲージング・ストライク／交戦打撃（［武器］）◆無限回
トリガー：隣接する敵1体がシフトを行なう、あるいはこのドラウを目標に含まな
い攻撃を行なう。
効果（即応・割込）
：ドラウはトリガーを発生させた敵に対してスウィーピング・
ストライクを使用する。
技能：〈威圧〉＋6、
〈運動〉＋9
【筋】17（＋4）
【敏】14（＋3）
【判】13（＋2）
【耐】14（＋3）
【知】11（＋1）
【魅】11（＋1）
属性：悪
言語：共通語、エルフ語
装備品：スケイル・アーマー、ロングスピア
ゴブリンの狙い射ち屋（G）8体
レベル 1 雑魚 砲撃役
小型・自然・人型
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない
イニシアチブ：＋3
AC13；頑健12、反応14、意志12
〈知覚〉
＋1
移動速度：6
夜目
特徴
スナイパー／狙撃手
このゴブリンは、隠れている時に行なった遠隔攻撃がミスしたなら、
隠れたまま
である。
標準アクション
mショート・ソード
（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：4ダメージ。
rショートボウ
（［武器］）◆無限回
攻撃：遠隔・20（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：4ダメージ。
トリガー型のアクション
ゴブリン・タクティクス／ゴブリン戦法◆無限回
トリガー：このゴブリンに対する近接攻撃がミスする。
効果（即応・対応）：効果：このゴブリンは1マスのシフトを行なう。
技能：〈隠密〉＋8、
〈盗賊〉＋8
【筋】13（＋1）
【敏】17（＋3）
【判】12（＋1）
【耐】13（＋1）
【知】8（ー1）
【魅】8（ー1）
属性：悪
言語：共通語、ゴブリン後
装備：レザー・アーマー、ショート・ソード、ショートボウ、アロー×20

バグベアのごろつき
（B）
レベル4 暴れ役
中型・自然・人型
hp：65；重傷値：32
イニシアチブ：＋7
AC16；頑健15、
反応15、
意志11
〈知覚〉＋8
移動速度：6
夜目
特徴
ブッシュワック／山賊戦法
目標に目標自身の味方が隣接していない場合、このバグベアはその目標に対す
る攻撃ロールに＋4のボーナスを得る。
標準アクション
mモーニングスター
（
［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：2d8＋6ダメージ
（このバグベアが目標に対して戦術的優位を得ている
なら3d8＋6ダメージ）
。
R ハンドアックス
（
［武器］）◆無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：1d6＋6ダメージ。
技能：
〈隠密〉
＋12
【筋】20（＋7）
【敏】20（＋7）
【判】13（＋3）
【耐】15（＋4）
【知】8（＋1）
【魅】10（＋2）
属性：悪
言語：共通語、ゴブリン後
装備：レザー・アーマー、モーニングスター、ハンドアックス×2
肥え太ったケイヴ・スパイダー 1体
レベル2 精鋭 暴れ役
大型・自然・野獣（スパイダー）
hp：90；重傷値：45
イニシアチブ：＋4
AC14；頑健15、
反応14、
意志13
〈知覚〉＋8
移動速度：6、
登攀6（蜘蛛歩き）
暗視、振動感知5
セーヴィング・スロー：＋2；アクション・ポイント1
特徴
ウェブ・ウォーク／クモの巣渡り
このスパイダーはクモの巣からなる移動困難地形を無視する。
標準アクション
mバイト／噛みつき
（
［毒］）◆無限回
攻撃近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：2d6＋5ダメージ、さらに目標が動けない状態、伏せ状態、拘束状態、
朦朧状態、
気絶状態のいづれかであるなら、継続的［毒］
ダメージ5（セーヴ・
終了）
。
ダブル・アタック／2回攻撃◆無限回
効果：スパイダーはバイトを2回使用する。両方の攻撃が同一の目標にヒット
したなら、その目標は伏せ状態となる。
マイナー・アクション
R テザリング・ウェブ／絡め取る蜘蛛糸
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋5対“反応”
ヒット：目標は次の使用者のターン終了時まで動けない状態となる。
技能：
〈運動〉
＋10、
〈隠密〉＋9
【筋】18（＋5）
【敏】17（＋4）
【判】15（＋3）
【耐】15（＋3）
【知】1（ー4）
【魅】6（±0）
属性：無属性
言語：——

このエリアの情報
明るさ：魔法のランタンによって“明るい”。
天井：デーモンスパー内部の各階の天井は高さ 10 フィートであ
る。
鍾乳石：階段やロープ橋がある窓の部分以外、鍾乳石はしっかり
した実体を持つ壁である。最上階の中央には石の柱が立っている。鍾
乳石の外壁を登るには難易度 15 の〈運動〉判定を要する。
蜘蛛の巣：洞窟に広がる蜘蛛の巣は、デーモンスパーの先端から
は 5 フィート下、最下層（Bottom Layer）の窓からは 15 フィート下、
中層（Middle Layer）の窓からは 25 フィート下、上層（Top Layer）の
窓からは35フィート下である。蜘蛛の巣に落ちたクリーチャーは落
下ダメージを受けないが、他の危険が待ち構えている（前述の『蜘蛛
の巣』を見よ）。
この蜘蛛の巣は移動困難な地形だが、難易度 13 の〈軽業〉判定に成
功したクリーチャーはこの移動困難な地形を無視することができる。
ただし、この判定に 5 以上の差で失敗したクリーチャーは蜘蛛の巣
によって動けない状態になる（セーヴ・終了）。
ロープ橋：この粗く編まれたロープの橋は、鍾乳石の先端から洞窟
の反対側まで続いている。この橋は破壊可能である（AC ／反応 4、頑
健 12；50hp）。ロープ橋が破壊されたなら、洞窟の反対側に渡る手
段は蜘蛛の巣を横断することのみとなる。
瓦礫：瓦礫のマスは移動困難な地形である。
木製の階段：鍾乳石内の各階層は不安定な木製の階段で結ばれて
いる。地図に書かれている数字は階段のつながり方を表しており、同
じ数字が書かれたマスは同一のマスとみなされる。階段を攻撃して
破壊することも可能である（AC ／反応 4、頑健 12；40hp）。
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ゴブリンおよびバグベア：武器を持っていない場合、奴隷たちはド
ラウが武器を落とすまで行動遅延する。そして、マイナー・アクシ
ョンで隣接マスの武器を拾って身に付ける（“Bridge1” にいるゴブリ
ンは武器のあるマスに隣接するまで移動してからマイナー・アクシ

middle
layer

ョンで武器を拾うことになる）。難易度 13 の〈威圧〉または〈交渉〉判
ていると思わせれば、奴隷たちはドラウを裏切って PC 側につく。
ケイヴ・スパイダー：この蜘蛛はいずれかのクリーチャーが蜘蛛
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定によって奴隷たちを説得し、戦況がドラウたちに不利な方に傾い
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G
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の巣に落ちるまでは視界の外に留まっている。クリーチャーが落ち
てくると、蜘蛛は天井から降りて襲いかかる。この蜘蛛は弱い獲物
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に慣れているため、自分が重傷になると逃げ出す。
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セッション9：
ザジフェアリンの門
前回のセッションにおいて、冒険者たちはデーモンスパーと呼ば
れる空ろな鍾乳石の中でドラウおよびその奴隷のゴブリンたちと戦
った。鍾乳石からアンダーダークの洞窟へとロープ橋が伸びており、
洞窟の先にはヴァラン・ジェイルレ一党が巣食うザジフェアリンの
門があった。
セッションの開始時に以下の文章を読み上げること：
この橋の先は多くの赤いランタンに照らされた幅広の自然洞窟に続
いています。トンネルが数マイルほど続いた後、
ドーム状の高い天井の
洞窟に出ます。ドラウの前線基地であるザジフェアリンの防壁が、
床か
ら天井まで行く手をふさいでいます。
この防壁を通り抜けられる通路は、二重の鉄格子によって封じられ
ています。鉄格子の両脇、地面から15フィート上の岩棚に矢狭間が並
んでいるのが見えます。手前側の鉄格子の近くに、岩盤にボルトで固
定されたウィンチがあって、その側にはオーガが 1 体、鎖で繋がれてい
ます。
このオーガは皆さんに気づいていないらしく、手ごろな岩を拾い上げ
ては遠くの壁に投げつけ、岩が砕け散るのを見て馬鹿笑いしています。
門の向こう側から低い叫び声がします。
「クズヤロー、岩投げ遊びは止
めろ！ また俺たち揃って痛い目にあわされるぞ！」これは別のオーガ
の声のように聞こえます。
手前側のオーガはそれに応えて、
「うるせえ！ 俺は退屈なんだ。岩
投げぐらい好きにさせろ！」
冒険者たちがこの門を通るためには、このオーガたちを何とかし
なければならない。詳しくは後述の技能チャレンジを見よ。

奴隷のオーガたち
この 2 体のオーガはウィンチを動かして鉄格子を上げさせるため
に、ドラウによって鎖で門に繋がれている。オーガたちはドラウ以
外の何ものも中に入れてはならないと厳しく言い渡されている。食
事は充分に与えられ、鞭打たれることもめったに無いため、他のド
ラウの奴隷たちに比べればずいぶんと豪勢な生活をしている。だが、
この 2 体はしょっちゅう子供じみた言い争いをする。クソヤローは
クズヤローの言うことを片端から否定し、クズヤローもクソヤロー
に対して同じことをするのだ。
冒険者たちによって自由の身にされたなら、オーガたちはザジフ
ェアリンを去る。2 体とも決して前線基地の中に入ろうとはしない。
中にいるドラウたちが恐ろしい上に、“ハエ取り網”（彼らは“例のごち
ゃごちゃ” と呼んでいる）に入り込んだ者は容易く迷って囚われてし
まうことを知っているからだ。

種族：ゴブリンおよびコボルド
クズヤローはゴブリンとコボルドが大好きだ——食事的な意味
で。冒険者の中にゴブリンまたはコボルドが含まれている場合、
ク
ズヤローはそのキャラクターを“うまそうなチビ”と呼ぶ。そういった
キャラクターはクズヤローに近づきすぎないほうが身のためだ。彼
はひどく腹をすかせている。

オーガたちの今の名前はドラウに付けられたものであり、2 体とも
昔の名前は覚えていない。また、自分たちが兄弟だったのか、ただ
の友達同士だったのかも、思い出せない。

クズヤロー、不幸なオーガ
クズヤローは外側の鉄格子の係である。彼はドラウの奴隷という
境遇を嫌っている。ゴブリンやコボルドをたらふく喰わせてもらえ
るとはいえ、鎖は絶対に外してもらえないのだから。自分でチビ助
を見つけ出してぶちのめすことができない人生など、何の意味があ
る？

冒険者たちが鎖を外してくれたなら、クズヤローは感謝する

だろう。

クソヤロー、満足しているオーガ
クソヤローはクズヤローの泣き言にうんざりしている。生きてい
るだけで充分だ！

冒険者たちが現れたのを見たクソヤローはドラウに警報を発する
べきだと確信している。あるいは、彼自身が冒険者たちの注意を引
きつけるべきだろうか？

クズヤローが何やら話しかけているが、

それはおかしいし、間の抜けた話だ。クズヤローは頭のおかしい間
抜けなのだから。だが俺は頭がいい。ドラウは俺がいい仕事をした
と認めてくれるだろう。このよそ者どもは俺を騙して何かやらせよ
うとしているらしいが、そうそううまく行くものか。

技能チャレンジ：門番
この技能チャレンジはキャラクターたちが門番をしているオーガ
たちに近づいた時点で始まる。
複雑度：2（3 回失敗する前に 6 回成功）
2 つのパートに分かれたチャレンジ：この技能チャレンジを完遂す
るために必要な成功の回数は 2 つに分割されている。オーガのクズ
ヤローを言いくるめるための 2 回分の成功と、クソヤローを言いく
るめるための 4 回分の成功である。キャラクターが判定を行なう際
には、どちらのオーガに対して話しかけているのかを確かめ、成功
回数を別々に記録すること。キャラクターが両方に対して話しかけ、
判定に成功した場合には、成功回数の少ない方のオーガに関する 1
回ぶんの成功と数えること。
失敗は警報を招く：この技能チャレンジにおいて冒険者たちが初
めて失敗した時点で、オーガのうちまだ鉄格子を空けていない方（ほ
ぼ確実にクソヤローだろう）がドラウに援軍を求めて叫び声を上げ
る。これによって P.42 の戦闘遭遇『門を破れ』が始まる。以後、この
技能チャレンジは戦闘遭遇と平行して行なわれることになる。
実力を見せつける：冒険者が戦闘遭遇においてドラウ 1 人を殺す
たび、そのキャラクターはこの技能チャレンジにおいて 1 回ぶんの
成功を得る。この成功は、成功回数の少ない方のオーガに関する 1
回ぶんの成功と数えること。
主要技能：〈運動〉、〈軽業〉、〈交渉〉、〈盗賊〉、〈はったり〉。
〈運動〉または〈軽業〉
（難易度 13）
：オーガたちは優れた戦闘能力に
感銘を受ける。派手な戦闘技術や身体能力を見せ付けることは、冒
険者たちがドラウを打ち負かせると信じさせる助けになる。
〈はったり〉
（難易度 13）
：オーガを騙すのは簡単だ。ただし、いく
ら頭が悪いといっても明らかに嘘と分かるようなことを信じはしな
いし、すでに聞かされたことと矛盾したことを言われれば嘘に気づ
く可能性はある。
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食い物はタダだし、眠る場所もある。クソヤロ

ーにとってドラウはいい奴なのだ。不満を言う必要がどこにある？

〈交渉〉
（難易度 13）
：オーガを言いくるめようとする冒険者は、そ

失敗：まだ鉄格子を開けていないオーガは、これ以降 PC たちとの

のオーガが一番欲しがっている物事を会話の主題に選ぶ必要がある。

会話に応じようとしなくなる。キャラクターたちがドラウの衛兵を

DM の判断しだいで、冒険者の言っている内容が個々のオーガの欲求

すべて倒したなら、生き残っているオーガは自由の身にするという

や性格に適合しているかどうかによって、この判定には＋ 2 のボー

約束と引き換えに鉄格子を開ける。オーガたちが門を守れなかった

ナスまたは− 2 のペナルティを与えてもよい（前述の『奴隷のオーガ

ことをドラウが知ったなら、どんな恐ろしい目に遭うか分かってい

たち』参照）。

るからだ。

〈盗賊〉
（難易度 20）
：オーガをつないでいる首輪は精巧に作られて
おり、錠前も手の込んだものである。錠前をこじ開けることは可能
だが、そのためにはまずオーガの信頼を勝ち取らなければならない。
あるオーガを言いくるめるために必要な成功回数の半分以上の成功
をすでに収めている場合にのみ、そのオーガを自由の身にするため
の〈盗賊〉判定を行なうことができる。
副次技能：〈看破〉。
〈看破〉
（難易度 13）
：オーガたちの心中を推測し、クズヤローは自
由の身になりたがっているので説得しやすいこと、一方クソヤロー
は奴隷生活に慣れてしまっていることを知る。クソヤローにも自由
になりたいという気持ちはあるのだが、それは不可能だと自分自身
に言い聞かせ続けてきたのだ。
成功：キャラクターたちがクズヤローに対して 2 回の成功を得た
なら、クズヤローは外側の鉄格子を開ける。クソヤローに対して 4
回の成功を得たなら、彼は内側の鉄格子を開ける。1 回も失敗せずに
2 体のオーガを説得できたなら、2 つ目の格子が上がるまで衛兵たち
はPCの進入に気づかない。次のページからの戦闘遭遇『門を破れ』の
『展開』の項を見よ。

セッションの終了
この技能チャレンジおよび戦闘遭遇は第 2 章の最後を飾るもので
ある。門の内側に入った冒険者たちはドラウの居住区から充分に離
れた空き家を見つけ、その中で大休憩を取ることができる。
キャラクターたちが探険を始めたなら、
以下の文章を読み上げること：
門の近くの建物に人の気配はありませんが、つい最近使われたよう
な形跡があります。おそらく、ヴァランは配下のドラウたちを城砦の奥
深くの方へと配置しなおしたのでしょう。門から充分に離れた空き家で
あれば、
次の行動を考えつつ安全に休憩を取ることができそうです。ヴ
ァラン・ジェイルレの領地の心臓部に突入する前に、来るべき危険に
備えて英気を養っておくべきでしょう。
このセッションはここで終わる。

報酬
このセッションが終了した時点で、各キャラクターは門を突破し

テーマ：
アンダーダーク・エンヴォイ
アンダーダーク・エンヴォイのテーマを選んだ冒険者は、ドラウ
が奴隷を洗脳するやり方を良く知っている。この知識のおかげで、
そのような冒険者はクソヤローに対する〈交渉〉および〈はったり〉

たことによって経験点を 300XP ずつ獲得する。オーガに衛兵への警
報を発せさせることなく門を開けさせることができたなら、各キャ
ラクターは追加で 50XP を獲得する。
財宝：ドラウの衛兵の1人はP.3の宝物表でランダムに決めた魔法
のアイテムを 1 つ持っている。

の判定に＋2ボーナスを得る。そのキャラクターのプレイヤーに
『君
はドラウの洗脳技術の影響に気づいた」
と告げ、このボーナスにつ

Warr e n M a h y

いてもはっきり教えること。
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門を破れ
遭遇レベル：さまざま

セットアップ
オーガ（O）				

2体

シャドウデイル・ドラウの呪文紡ぎ

1体

シャドウデイル・ドラウの神殿守備兵

2体

シャドウデイル・ドラウの射手		

2 体以上

最初、ドラウたちはマップ上におらず、冒険者たちに気づいた時
点で出現する。詳しくは『展開』の項を見よ。
技能チャレンジが失敗してオーガが衛兵を呼んだなら、以下の文章を
読み上げること：
オーガは皆さんをにらみつけ、ちっぽけな脳みそを振り絞って考えを
ひねり出そうとしています。そして突然歯をむき出して叫びます。
「俺、
お前たち、信じない！ 衛兵、衛兵！」
シャドウデイル・ドラウの呪文紡ぎ
レベル3 砲撃役
中型・フェイ・人型
hp：34；重傷値：17
イニシアチブ：＋3
AC17；頑健14、
反応16、
意志15
〈知覚〉＋2
移動速度：6
暗視
標準アクション
mスペルショック・ロッド／呪文衝撃のロッド
（［装具］、
［電撃］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：2d6＋4［電撃］
ダメージ、このドラウは目標を2マス押しやる。
rダークボルト／闇の矢
（［死霊］、
［装具］、
［電撃］）◆無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋8対“反応”
ヒット：1d4＋4［電撃］
ダメージおよび継続的［死霊］
ダメージ5（セーヴ・終了）。
C ライトニング・ウェブ／電撃の網
（［装具］、
［電撃］）◆遭遇毎
攻撃：近接範囲・噴射5（噴射の範囲内のクリーチャー）；＋6対“反応”
ヒット：目標は動けない状態となり、継続的［電撃］
ダメージ5を受ける
（セーヴ・
両方とも終了）
ミス：5［電撃］
ダメージ、
目標は減速状態となる
（セーヴ・終了）。
マイナー・アクション
レヴィテート／空中浮揚◆遭遇毎
効果：このドラウは垂直に4マスまで上方へ移動し、次の自分のターンの終了
時まで宙に浮かび続けることができる。この空中浮揚が終了した時点で、
この
ドラウは使用者は落下ダメージを受けることなく地面まで降下する。
維持・移動：この空中浮揚は次の自分のターンの終了時まで持続する。この
ドラウは上下いずれかに3マスまで移動するか、地面と水平に1マス移動するこ
とができる。
技能：
〈隠密〉
＋8、
〈魔法学〉＋9
【筋】10（＋1）
【敏】14（＋3）
【判】12（＋2）
【耐】10（＋1）
【知】16（＋4）
【魅】15（＋3）
属性：悪
言語：共通語、エルフ語
装備品：ローブ、ロッド
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シャドウデイル・ドラウの神殿守備兵
レベル2 兵士役 2体
中型・フェイ・人型
hp：38；重傷値：19
イニシアチブ：＋5
AC18；頑健15、反応14、意志13
〈知覚〉
＋7
移動速度：6
暗視
標準アクション
mロングスピア
（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：1d10＋5ダメージ。
M スウィーピング・ストライク／転倒打撃（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：1d10＋5ダメージ。さらにこのドラウは目標を1マス横滑りさせるか、
倒
して伏せ状態にすることができる。
マイナー・アクション
R ダークファイアー／闇の火◆遭遇毎
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋5対“反応”
ヒット：このドラウの次のターンの終了時まで、
目標は戦術的優位を与え、
不可
視や視認困難の利益を得ることもできない。
トリガー型のアクション
M エンゲージング・ストライク／交戦打撃（［武器］）◆無限回
トリガー：隣接する敵1体がシフトを行なう、あるいはこのドラウを目標に含まな
い攻撃を行なう。
効果（即応・割込）
：ドラウはトリガーを発生させた敵に対してスウィーピング・
ストライクを使用する。
技能：〈威圧〉＋6、
〈運動〉＋9
【筋】17（＋4）
【敏】14（＋3）
【判】13（＋2）
【耐】14（＋3）
【知】11（＋1）
【魅】11（＋1）
属性：悪
言語：共通語、エルフ語
装備品：スケイル・アーマー、ロングスピア
シャドウデイル・ドラウの射手 2体以上
レベル1 砲撃役
中型・フェイ・人型
hp：24；重傷値：12
イニシアチブ：＋3
AC15；頑健12、反応15、意志13
〈知覚〉
±0
移動速度：6
暗視
標準アクション
mレイピア
（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：1d8＋3ダメージ。
rクロスボウ
（［武器］）◆無限回
攻撃：遠隔・20（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：1d8＋5ダメージ。
R フェリング・ショット／なぎ倒す一射◆再チャージ：初めて重傷になった時
攻撃：遠隔・20（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：2d8＋3ダメージ、
目標は倒れて伏せ状態になる。
マイナー・アクション
R ダークファイアー／闇の火◆遭遇毎
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋6対“反応”
ヒット：このドラウの次のターンの終了時まで、
目標は戦術的優位を与え、
不可
視や視認困難の利益を得ることもできない。
技能：〈隠密〉＋8
【筋】10（±0）
【敏】16（＋3）
【判】10（±0）
【耐】12（＋1）
【知】11（±0）
【魅】13（＋1）
属性：悪
言語：共通語、エルフ語
装備品：レザー・アーマー、レイピア、クロスボウ、ボルト×20

オーガ（O）2体
レベル6 暴れ役
大型・自然・人型（ジャイアント）
hp：90；重傷値：45
イニシアチブ：＋5
AC18；頑健20、
反応17、
意志16
〈知覚〉＋3
移動速度：8
標準アクション
mグレートクラブ
（
［武器］）◆無限回
攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋11対AC
ヒット：2d10＋6ダメージ。
R ロック／岩（
［武器］
）
◆無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋11対AC
ヒット：2d6＋5ダメージ。
M グランド・スラム／大叩きつけ
（［武器］）◆遭遇毎
攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋11対AC
ヒット：4d10＋4ダメージ。このオーガは目標を2マスまで押しやり、倒して伏
せ状態にする。
ミス：半減ダメージ、
目標は倒れて伏せ状態となる。
【筋】21（＋8）
【敏】14（＋5）
【判】11（＋3）
【耐】20（＋8）
【知】4（±0）
【魅】6（＋1）
属性：混沌にして悪
言語：巨人語
装備品：グレートクラブ、
岩×4

このエリアの情報
明るさ：ランタンの光によってエリア全体が“明るい”。
天井：門の部分の洞窟の天井は高さ 25 フィートであり、岩棚から
数えると天井までは 10 フィートである。
防壁：洞窟の壁から伸びた石造りの壁が門を形成している。鉄格
子の外側の壁は高さ 30 フィートの天井まで全面を塞いでおり、高い
位置に矢狭間が設けられている。矢狭間に隠れて攻撃しているクリ
ーチャーは“良好な遮蔽”を得る。
門：2 つの鉄格子の間およびその内側の部分では、防壁の高さは
15 フィートしかない。射手がいる岩棚も同じく 15 フィートの高さ
である。岩棚の上には遮蔽を提供する胸壁が設置されている。岩棚
に上るには難易度 15 の〈運動〉判定が必要である。
鉄格子：それぞれの鉄格子には巻き上げるためのウィンチが付属
している。ウィンチを使って鉄格子を開けるには、難易度 13 の〈運
動〉判定に 2 回成功する必要がある。ウィンチを使わずに鉄格子を持
ち上げるのは難易度 28 の〈運動〉判定が必要である。

展開
オーガからの通報を受けて、ドラウの射手 2 人とドラウの神殿守
備兵 1 人がまず駆けつける。射手たちは脇の部屋から走り出て門を
見下ろす岩棚の上に現れ、冒険者たちに矢の雨を降らせる。ドラウ
の神殿守備兵は内側の鉄格子の奥に現れる。
次のラウンド、キャラクターたちが優勢なようなら、DM はドラウ

O

の射手 2 人を追加してもよい。3 ラウンド目には、ドラウの神殿守備
兵とドラウの呪文紡ぎが 1 人ずつ登場する。
冒険者たちがオーガをうまく言いくるめ、技能チャレンジにおい
て 1 回も失敗することなく鉄格子を開けさせた場合、衛兵たちは 2 つ
目の鉄格子が開いた時点で侵入者に気づく。

戦術

O

オーガ：クズヤローは、ドラウが標準アクションを費やして攻撃
を命じるか、“うまそうなチビ”（P.40 のコラム参照）が近くに来た時
のみ攻撃を行なう。クソヤローは間合い内の敵を手当たり次第に攻
撃する。自由の身になった場合、オーガたちはこの場に留まって戦
おうとはせず、一目散に逃げ出す。
ドラウの射手：射手たちは門の間の通路に入ってきた冒険者を上
から射撃する。常に矢狭間の後ろに陣取り、“良好な遮蔽”を維持しよ
うとする。
ドラウの呪文紡ぎ：呪文紡ぎは可能な限り、鉄格子の後ろの安全な
位置から遠隔攻撃を行なう。ドラウの神殿守備兵が到着した時点で、
外側の鉄格子が開いていなかった場合、呪文紡ぎはクソヤローに命
じて内側の鉄格子を開けさせ、レヴィテートを使用して岩棚の上に
上がる。
ドラウの神殿守備兵：この兵士たちは冒険者たちに接近して圧力
をかけようとする。鉄格子が閉じている場合は格子ごしにロングス

START
AREA

ピアで攻撃する。
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第3章
前回のセッションにおいて、冒険者たちはザジフェアリンの門を
通り抜け、第 2 章を無事に締めくくった。これから、冒険者たちは
ドラウの城砦の迷路のように入り組んだ回廊の中を進んで行かねば
ならない。

セッション10：ハエ取り網
このセッションはロールプレイが中心であり、戦闘遭遇が発生す
る可能性はかなり低い。冒険者たちは正面から殴りこむのではなく、
ザジフェアリンの中を探険し、囚われた味方であるエルフのサリネ
ルを救出し、ドラウの勢力を弱体化させる機会につけこむことにな
る。
このセッションはキャラクターたちが大休憩を終了した直後から
始まる。
キャラクターたちの準備ができた時点で以下の文章を読み上げるこ
と：
門から伸びるトンネルを進み始めた皆さんですが、すぐに道が分か
らなくなります。もつれ合い絡み合った無数の十字路、袋小路、ジグ
ザグの通路。さらに悪いことに、ねじくれた通路の天井を無数の蜘蛛

ドラウの巡視隊
『ドラウの巡視隊』表はハエ取り網の中でドラウの部隊と遭遇した
結果を表すものだ。
表の“巡視隊”の項は、冒険者たちが出くわした部隊のおおまかな規
模を示しており、“警戒度”の項はドラウがハエ取り網へのパーティの
侵入に気づいている度合いの変化を表している。巡視隊の規模が、冒
険者たちが勝てないほどの大きさになることはない。これは合理的
にコストを計算した結果である。“失う回復力”の項は、巡視隊との戦
闘によって冒険者たちが消費した回復力の総量を表す。パーティ内
のどのキャラクターが何回ぶんの回復力を失うかは、プレイヤー同
士で話し合って自由に決めてよい。
警戒度は、増援が現れるかどうかと、現れる増援の規模を決める
ために用いられる。警戒度の初期値は 2 である。警戒度の変化は記
録しておくこと。

ドラウの巡視隊
d20
1〜5
6〜11
12〜20

巡視隊
大規模
小規模
なし

警戒度
＋4
＋2
変化なし

失う回復力
1d4
1d3−1
0

パーティが遭遇した巡視隊に彩りを添えるために、以下の描写が
参考になるだろう。

が這い回り、跳び降りる機会をうかがっています。どう進むべきか頭を

小規模の巡視隊：拷問劇場から帰る途中のドラウの商人と出くわ

悩ませていたその時、皆さんは地面に血の跡が点々と散らばっているこ

した。護衛たちを片付けるのは簡単だったが、商人自身は戦闘の途

とに気がつきました。それは暗がりの中を進む1本の道の方へと続いて

中で逃げてしまった。

います。

小規模の巡視隊：若い女神官に率いられた衛兵隊が物陰から襲い
かかってきた。この女神官はロルスへの祈祷を唱えていたが、彼女

冒険者たちは “ハエ取り網” と呼ばれる迷路のような通路網にたど

と部下たちに勝利をもたらす助けにはならなかった。

りついた。これはドラウが敵たちを混乱させて捕らえるために作り

小規模の巡視隊：洞窟の壁沿いの高い岩棚の上から矢が降り注い

上げたものだ。現時点でこの場所一帯にいるドラウの数はかなり少

だ。だが、巧妙な反撃と身を隠しながらの登攀によって敵の優勢は

ない。シャドウデイルでエルミンスターと戦っている者も多いし、前

覆った。

線拠点にいた者のほとんどは新入りの捕虜への責め苦を見物するた
めに拷問劇場に行っているからだ。
血の跡を追っていった冒険者たちはサリネルを発見する（後述）。

ハエ取り網での移動
ハエ取り網の中を移動するのは骨の折れる行程だ。敵に見つかる
危険性と、怪我をする可能性が常につきまとうからだ。冒険者たち
はハエ取り網の中で 5 分間過ごすたび、この地に巣食う蜘蛛の群れ

大規模の巡視隊：デーモンスパーから帰る途中の奴隷狩りの一団
が、10 数体のコボルドを縄につないで歩かせていた。ドラウたちは
一斉に襲いかかって来たが、その隙にコボルドたちは縄を抜け出し
た。コボルドたちは PC に味方して戦った後、闇の中へ逃げ去ってい
った。
大規模の巡視隊：ハエ取り網のねじ曲がった通路のせいで、パー
ティは 2 つのドラウ部隊の間に入り込んでしまった。狭い部屋の出
口をふさがれて逃げ道は無く、その場に立ち止まって戦うしかない。

に襲われる上、ドラウの巡視隊に発見される可能性が生じる。特定
の目的にたどりつくのに必要な時間の長さは以下の文章で説明され
ている。また、キャラクターたちがハエ取り網の中で行なう、大き
な意味のある活動（ドラウの巡視隊と戦った後の小休憩も含む）は皆、
5 分間を費やしたものとみなされる。
冒険者たちがハエ取り網の中で 5 分間過ごすたび、いずれか 1 人の
プレイヤーが『ドラウの巡視隊』表をロールして結果を記録する。し
かるのち、DM は以下のように蜘蛛の大群の攻撃を行なうこと。
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テーマ：ディープ・デルヴァー
冒険者の中にディープ・デルヴァーのテーマを選んだ者がいる
なら、そのキャラクターは直感的にハエ取り網の中で正しい道を
探り当てることができる可能性が高い。ディープ・デルヴァーのキ
ャラクターを1人以上含んだパーティは、『ドラウの巡視隊』表で
のロールに＋4ボーナスを得る。

蜘蛛の大群

カーラはどうなった？

ハエ取り網にはびこり続ける脅威、それは天井を覆い尽くす蜘蛛

カーラはサリネルよりはましな扱いを受けていた。だがプライド

の大群である。この、毒を持つアンダーダークの捕食者たちは、下

の高い彼女は、ドラウの精鋭部隊に対して、自分はシャドウデイル

を通る者めがけて突然跳び下りてくる。ハエ取り網の中で 5 分間す

の領主の子孫だと名乗ってしまった。精鋭部隊から捕虜を受け取っ

ごすたび、冒険者全員に対して以下の攻撃を行なうこと。

たドラウたちは、カーラを拷問にかけるのと、奴隷窟に送るのと、ど
ちらがヴァランの意に沿うかを議論していた。もし前者に決まった

スパイダー・スウォーム／蜘蛛の大群（[毒]）
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋5対“頑健”
ヒット：10[毒]ダメージ。ただし、
目標がドラウなら5[毒]ダメージ。

サリネル
カーラ・サルウッドおよびその仲間のエルフであるサリネルは、

なら、すぐに拷問が始まるだろう。
ドラウはどこにいる？
あまり重要でないドラウのほとんどは、新しい捕虜が拷問にかけ
られるのを見物するために劇場に向かった。勝利の記念としてむご
たらしい見世物を開くのがドラウのやり方であり、それはまもなく

捕虜にされてザジフェアリンに連行された。ドラウたちはサリネル

始まるだろう。ハエ取り網の巡視隊は侵入者の気配を察して警戒を

を情け容赦なく鞭打った末、ハエ取り網に放置して死ぬに任せた。冒

強めている。キャラクターたちがランダムに遭遇した巡視隊と衝突

険者たちが見つけた血痕はサリネルのものである。血の痕をたどっ

した後は特にそうだ。何らかの方法でドラウたちを撹乱できればPC

た場合、10 分後に彼を発見することになる。

たちの有利になるだろう。

冒険者たちが血痕をたどることになったなら、以下の文章を読み上げ
ること：

ヴァラン・ジェイルレはどこだ？
サリネルには分からない。そもそもセッション 4 でのドラウの襲

使用頻度の高そうな通路沿いに血の跡をたどっていくと、蜘蛛糸の

撃以来、彼はあのウィザードを見ていない。彼に聞こえたのは、ヴ

塊の中に人の体らしきものが見えました。緑色の髪とハイド・アーマー

ァランは “蜘蛛の親戚の洞窟” なる場所に向かったらしいというドラ

に見覚えがあります。この哀れなドラウの犠牲者はカーラ・サルウッド

ウの話し声だけだ。

の仲間だったサリネルというエルフに違いありません。
死ぬほど鞭打たれていますが、
彼はかろうじて生きています。皆さん
が近づくと彼は目を開け、弱々しい声で言います。
「あなた方は……確
かシャドウデイルで助けてもらった……」

サリネルの捕縛
セッション 5 の後で冒険者たちが大休憩を取っている間に、エル
ミンスターはカーラとサリネルをねじれた塔の地下のダンジョンに
送り込んだ。だが、2 人はセッション 7 で冒険者たちが戦った精鋭部
隊と出くわしてしまい、あっという間に打ち負かされて囚われの身
となった。
精鋭部隊はこの 2 人をデーモンスパーに連れて行き、別のドラウ
の部隊が捕虜を受け取ってザジフェアリンまで連行した。カーラは
奴隷窟に放り込まれたが、エルフはドラウに激しく憎まれているた
め、サリネルは酷く鞭打たれてハエ取り網に放置され、死を待つば
かりとなっていた。

質問と回答
サリネルの体調は最悪であり、何が起きたのかを事細かに語って
聞かせるのは難しいが、冒険者たちからの質問に答えるくらいは可
能である。以下の回答例を適当に言い換えて用いること。
ペンダント・オヴ・アシャーバはどこだ？
精鋭部隊はあのペンダントを 2 つに割ってしまった。彼らは、ペ
ンダントを元の姿に直せるのはヴァラン・ジェイルレだけだと信じ
ている。しかしサリネルは知っている。カーラ・サルウッドはあの
ペンダントにまつわる伝承を熟知しており、おそらく修復方法も知
っているだろうと。サリネルとカーラの身柄を受け取ったドラウた

拷問劇場について何か分かるか？
ドラウは拷問を見世物として楽しみ、拷問の名人とその“技の冴え”
に対して敬意を払う。劇場で死を迎える犠牲者も少なくない。生き
残った者は奴隷にされる。サリネルも劇場に連れて行かれるはずだ
ったが、歩けないほど弱っていたので投げ捨てられた。彼はドラウ
たちが劇場について話していたのを漏れ聞いており、この近くにあ
るということを知っている。
奴隷窟について何か分かるか？
奴隷のうち、聞き分けの良い者たちは前線拠点のあちこちに配置
されている。危険な者、価値の高い者、逃げたがっている者は、意
志がくじけるまで奴隷窟に閉じ込められる。ゴーレムの一種が小屋
の見張りに立っている。ドラウたちの話からすると、奴隷窟は拷問
劇場よりもかなり遠いらしい。
自力で脱出できるか？
水と食料を与えられれば、サリネルは自力で立てるようになる。冒
険者たちがドラウの巡視隊を撹乱して混乱を巻き起こそうと考えて
いる場合、サリネルは自分なら撹乱役に打って付けだと自信を持っ
て言う。

サリネルの脱出を支援する
冒険者たちが、サリネルが無事にここから脱出できるよう手伝お
うと申し出た場合、彼はドラウの巡視隊の巡回が定期的なものであ
ることを説明する。冒険者たちが巡視隊を引き付けてくれれば、彼
は気づかれることなく脱出できるだろう。ドラウを全滅させるか、見
当違いの方向に向かわせることができれば、なおよい。

ちは、ペンダントの破片 2 つも受け取っていた。サリネルを置き去
りにしていったドラウたちは、カーラを奴隷窟に放り込むべきか、拷
問劇場で楽しむべきか、延々と話し合っていた。
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冒険者たちがサリネルを支援することにした場合、次のページの

ドラウを混乱させる試みがどの程度うまくいったかは、下記の『ド

戦闘遭遇『サリネルの脱出』に進むこと。支援しない場合、サリネル

ラウの混乱』表を元に決定される。キャラクターたちがやろうとして

は水と食料を分けてくれるように頼み、安全に動けるようになるま

いる内容にふさわしい技能を選び、1 人の冒険者にその技能で判定を

で隠れ続ける。そうなったら、彼がパーティのためにできることは

行なわせること。他のキャラクターは同じ技能または適切な他の技

何もない。

能で援護を行なうことができる。

同行キャラクターのデータ

とをプレイヤーたちに教え、これ以上続けても利益はないと告げる

警戒度が 4 以下に下がったなら、ドラウの気配がしなくなったこ
サリネルが同行キャラクターとなった場合のデータを以下に示す。
彼の現在ヒット・ポイントは 10 であり、回復力は 0 で、武器も持っ
ていない。さらに、彼は負傷によって減速状態になっている。ヒッ
ト・ポイントが重傷値を超えるまで回復したなら、彼は通常の速度
で歩けるようになる。
エルフの斥候、サリネル
レベル2 撃破役
中型・フェイ・人型
hp：30；重傷値：15；回復力：7
イニシアチブ：＋4
AC17；頑健14、
反応16、
意志15
〈知覚〉＋8
移動速度：7
夜目
特徴
スカウツ・カニング／斥候の狡猾さ
アクションを行なうことができるなら、サリネルは自分のターンの間、
自分に対し
て行われる攻撃から半減ダメージしか受けない。
ワイルド・ステップ／荒地渡り
サリネルはシフトする際、つねに移動困難な地形を無視する。
標準アクション
M ショート・ソード
（
［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：1d6＋4ダメージ。
効果：サリネルは2マスまでシフトする。
トリガー型のアクション
M デュアル・ウェポン・アタック／二刀連撃
（［武器］）◆無限回
（1ラウンド1回の
み）
必要条件：サリネルは2つのショート・ソードを使用していなければならない。
トリガー：サリネルが敵にショート・ソードをヒットさせる。
効果（フリー・アクション）
：サリネルはもう一度、ショート・ソードを使用できる。
エルヴン・アキュラシィ／エルフの正確さ◆遭遇毎
トリガー：サリネルが攻撃ロールを行なう。
効果（フリー・アクション）
：サリネルはトリガーとなった攻撃ロールを再ロールし、
2回目の結果を用いる。
技能：
〈運動〉
＋6、
〈隠密〉＋9、
〈自然〉＋8
【筋】11（＋1）
【敏】17（＋4）
【判】14（＋3）
【耐】13（＋2）
【知】10（＋1）
【魅】15（＋3）
属性：善
言語：共通語、エルフ語
装備：ハイド・アーマー、ショート・ソード×2

次の展開
サリネルを助けた後、冒険者たちは拷問劇場に向かう（15 分かか
る）こともできるし、ドラウの巡視隊を混乱させることに多少の時間
を費やすこともできる。撹乱を 1 回試みるたびに 5 分が経過し、その
たびにザジフェアリンの警戒度が低下する可能性がある。パーティ

こと。

ドラウの混乱
難易度
8以下
9
13
21

警戒度
変化なし
−2
−4
−6

セッションの終了
探険を終えた冒険者たちは拷問劇場に向かうことになる。
キャラクターたちが拷問劇場に到着した時点で、以下の文章を読み上
げること：
遠くに聞こえていた騒々しい歓声が徐々に大きくなってきました。拷
問劇場はすぐ近くに違いありません。通路の先は巨大な部屋に通じて
おり、
床の低い部分にぽっかりとあいた穴の中に死体が積み重なってい
ます。血液で満たされた聖水盤が放つ、血のように赤い光が部屋全体
を照らしています。高床の上に2 人の拷問吏が立っていて、部屋を囲む
壁じゅうにしつらえられた石段にはたくさんのドラウがいます。
拷問吏が大鉈を振り下ろすと、犠牲者の人間の体が穴の中へ転がり
落ちていき、観客たちは一斉に残忍な喜びの声をあげます。拷問吏は
鎖につながれた捕虜たち——全員人間に見えます——の方に向かって
身振りし、
「さあ、次の獲物だ！」
と叫びました。
このセッションはここで終わる。プレイヤーたちに、最後の時点
での警戒度をプレイ記録用紙に記録させること。

報酬
このセッションが終了した時点で、各キャラクターはハエ取り網
の探索によって経験点を 200XP ずつ獲得する。サリネルを救出でき
たなら、各キャラクターは追加で 100XP を獲得する。ドラウを撹乱
することに成功したなら（成功の度合いに関わらず）、各キャラクタ
ーは追加で 50XP を獲得する。
財宝：パーティがドラウの巡視隊に 1 回以上遭遇していたなら、
PC1 人につき 50gp の戦利品を獲得できる。

は合計 3 回までこれを試みることができる。
冒険者たちがドラウを混乱させるためにどんなことができるかは、
DMが自由に決めてよい。
〈運動〉や〈地下探険〉の判定でトンネルの一

テーマ：トラップスミス

部を崩落させたり、
〈盗賊〉や〈地下探険〉で罠を仕掛けたり、
〈はった

トラップスミスのテーマを有するキャラクターは、
ドラウを罠にか

り〉や〈自然〉で偽の手がかりを残したり、
〈魔法学〉や〈宗教〉の判定で

けるのも上手い。
トラップスミスであるキャラクターはドラウを混乱

魔法的な印や印形を作って巡視隊を錯乱させたり。

させるために罠を仕掛けるためのあらゆる判定において＋5ボー
ナスを得る。
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サリネルの脱出
遭遇レベル 1

セットアップ
シャドウデイル・ドラウの斥候（D）

4体

サリネルは冒険者たちに、ドラウの巡視隊はマップ中央のねじれ

SETUP
AREA

た道を南から北へと進んでいくはずだと教える。巡視隊はが分岐点
（マップの “SETUP AREA”）に差し掛かると、半分はそのまま北（マッ
プの上方）に進み、もう半分は東（マップの右）に進んでいく。
冒険者たちは、“SETUP AREA”、その北側、およびその東側の範囲
であれば任意の場所にいてかまわない。サリネルの居場所もプレイ
ヤーたちが決定する。
集団〈知覚〉
（難易度 13）
：キャラクターたちはうまく身を隠し、巡
視隊を不意討ちすることができる。PCたちはドラウに対して不意討
ちラウンドを得る。
シャドウデイル・ドラウの斥候（D）4体
レベル2 遊撃役
中型・フェイ・人型
hp：38；重傷値：19
イニシアチブ：＋6
AC16；頑健14、
反応15、
意志13
〈知覚〉＋6
移動速度：6
暗視
特徴
コンバット・アドヴァンテージ／戦術的優位
このドラウは自分が戦術的優位を得ているすべてのクリーチャーにたいして継
続的
［毒］
ダメージ3（セーヴ・終了）
を与える。
標準アクション
mロングソード
（
［武器］
）
◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：1d8＋6ダメージ。
効果：このドラウは1マスのシフトを行なえる。
M ショート・ソード
（
［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：1d6＋5ダメージ。
効果：このドラウは2マスのシフトを行なえる。
M ツーウエポン・アタック／二刀攻撃◆再チャージ：初めて重傷になった時
効果：このドラウはロングソードとショート・ソードを使用する。
マイナー・アクション
クラウド・オブ・ダークネス／闇の雲
（［区域］）◆遭遇毎
効果：近接範囲・爆発1の範囲内に、このドラウの次のターン終了時まで持
続する区域が生じる。この雲の区域はこのドラウを除くすべてのクリーチャー
の視線を遮る。この雲の区域の中に完全に入っているクリーチャーは、このド
ラウを除いて皆、
盲目状態になる。
技能：
〈隠密〉
＋9
【筋】12（＋2）
【敏】17（＋4）
【判】11（＋1）
【耐】14（＋3）
【知】11（＋1）
【魅】13（＋2）
属性：悪
言語：共通語、エルフ語
装備：レザー・アーマー、ロングソード、ショート・ソード

D
D
D D

サリネル
遭遇が始まった時点でサリネルは隠れている。冒険者たちが巡視
隊と接近戦を開始した後、彼はマップ南西の階段に向かって移動し
始める。ドラウたちは戦闘に参加している限りサリネルには気づか
ない。サリネルが階段の下までたどりついたなら、彼はこの遭遇か
ら逃走し、安全な場所まで脱出できたことになる。

戦術
ドラウの斥候：斥候は冒険者たちに気づいた時点で接近して攻撃
を開始する。彼らは敵の間をすり抜けて挟撃し、できる限り戦術的
優位を得ようとする。

このエリアの情報
明るさ：燐光を発するキノコによってエリア全体が“薄暗い”。
天井：高さ 10 フィート。
キノコと瓦礫：キノコが密生している場所や、瓦礫が散らばってい
る場所は移動困難な地形である。
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セッション11：拷問劇場
前回のセッションにおいて、冒険者たちは複雑な通路網を探険し
て進むべき道を見つけ出した。ハエ取り網と呼ばれるその場所は、ド
ラウの前線基地であるザジフェアリンに侵入した者を混乱させる仕
組みになっていたのだ。PC たちはおそらく、カーラ・サルウッドの
仲間のエルフであるサリネルを助け出したはずだ。サリネルはパー
ティに以下の情報を提供してから安全な場所へと離脱していった：
ペンダント・オヴ・アシャーバは 2 つに分割されてドラウの拠点の
奥深くに持ち去られた。カーラは今もドラウの虜囚となっている。彼

ペンダント・オヴ・アシャーバ
ジェイルレ家の精鋭部隊はヴァランの命に従ってペンダント・オ
ヴ・アシャーバを 2 つに割った。ヴァランは誰か他の者がこのペン
ダントの力を手に入れようとすることを恐れていたのだ。このアー
ティファクトを修復する方法を知っているのは、ドラウの中ではヴ
ァランのみである。
精鋭部隊は別のドラウの部隊にカーラとサリネルを引き渡す際、
ペンダントの欠片も手渡し、一方の欠片は拷問吏に渡し、もう一方
の欠片は奴隷窟を監視しているウェブ・ゴーレムに埋め込むよう厳

女はあのペンダントのことに詳しいので、ペンダントの修復には彼

命した。

女が欠かせないだろう。

拷問吏

セッションの開始
冒険者たちがハエ取り網を探険した結果、ザジフェアリンの警戒
度が上がってしまった可能性がある。前回のセッションに参加した
プレイヤーたちは各自のセッション記録用紙に警戒度の数値を記録
しているはずだ。それらの数値の平均値を計算して（2 未満の数値は
すべて 0 とみなすこと）、今回のセッション開始時の警戒度とする。
後のページの、『血と苦痛』の遭遇の『展開』の項に、警戒度によるド
ラウ側の増援の変化が記されている。
セッションの開始時に以下の文章を読み上げること：
遠くに聞こえていた騒々しい歓声が徐々に大きくなってきました。拷
問劇場はすぐ近くに違いありません。通路の先は巨大な部屋に通じて
おり、
床の低い部分にぽっかりとあいた穴の中に死体が積み重なってい
ます。血液で満たされた聖水盤が放つ、血のように赤い光が部屋全体
を照らしています。高床の上に2 人の拷問吏が立っていて、部屋を囲む
壁じゅうにしつらえられた石段にはたくさんのドラウがいます。
拷問吏が大鉈を振り下ろすと、犠牲者の人間の体が穴の中へ転がり

この女拷問吏たちは劇場でのむごたらしい見世物によってザジフ
ェアリンのドラウたちから人気を博すようになった。彼女たちの拷
問は何らかの情報を引き出すため行なわれることもあるが、ほとん
どの場合はもっぱら娯楽を目的としたものである。
拷問吏の名はエレスカ・ジェイルレおよびイェドレヴェスと言う。
エレスカはヴァラン率いる移住者の一員としてザジフェアリンにや
ってきた。尋問その他の秘密を厳守すべき事柄に関して、ヴァラン
は彼女に信を置いている。一方イェドレヴェスは生まれも育ちもザ
ジフェアリンである。ジェイルレ家の来訪によってザジフェアリン
には暴力の嵐が吹き荒れることになった。ヴァランの統治に逆らっ
たザジフェアリンの元指導者たちはことごとく拷問にかけられ、住
民たちはそれを見物することを強いられた。粗暴で反社会的な性格
だったイェドレヴェスは、この見世物を見てこれぞ自分の天職と悟
り、エレスカの弟子となった。彼女は今では師匠に匹敵する腕前に
至っている。

デーモン召喚

落ちていき、観客たちは一斉に残忍な喜びの声をあげます。拷問吏は

拷問吏たちは裏切りを働いたドラウの神官を責め殺す前に、下級

鎖につながれた捕虜たち——全員人間に見えます——の方に向かって

のデーモンを召喚する術を吐かせていた。それぞれの拷問吏はデー

身振りし、
「さあ、次の獲物だ！」
と叫びました。

モンを 1 体ずつしか呼び出しておくことができないが、自分が呼び
出した1体目が死んだ後なら2体目を呼び出すことができる。デーモ

拷問吏の片方（DM が決めること）はペンダント・オヴ・アシャー
バの破片の 1 つを腰のベルトに下げている。

された聖水盤は、この目的にぴったりだ。

〈知覚〉
（難易度 13）：一方の拷問吏の腰に御守りのようなものがぶ

デーモン召喚の儀式は恐るべき結果をもたらす。奈落の力とのつ

らさがっています。真っ二つに割られた銀の三日月に突起が1つ——話

ながりは双方向に機能するからだ。具体的に言うと、モー・デーモ

に聞いていたペンダント・オヴ・アシャーバの外見と一致します。

ンをこの世界に呼び出せる代わり、召喚者は死んだ後に奈落へと引

この時点で誰もペンダントの破片に気づかなかった場合、戦闘が
始まった後、拷問吏と接近戦をしているキャラクターがペンダント
の破片に気づくことになる。
冒険者たちがすぐに攻撃を開始しない場合、以下の文章を読み上げ
ること：
拷問吏の1 人が捕虜の老人に近寄ります。見事な鞭さばきを見せな
がら、
この女は老人の背中を鞭打ちます。老人が悲鳴をあげてうずくま
ると、観客たちはあざけりの声を上げます。

冒険者たちがこの場に割って入ったなら、P.50 の遭遇『血と苦痛』

が始まる。
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ンの召喚には血の生贄が必要である。拷問劇場にある、血液で満た

きずりこまれるのである。拷問吏たちはこのことを承知している。

ヴァランの計画
ジェイルレ家はミサルその他の警護の魔法に関する伝承を蒐
集してきた。そしてヴァランは長年の研究の結果、かの有名なペ

報酬
このセッションが終了した時点で、各キャラクターはドラウを倒
したことによって経験点を 300XP ずつ獲得する。人間の奴隷を 1 人
以上救出できたなら、各キャラクターは追加で 50XP を獲得する。

ンダント・オヴ・アシャーバが、シャドウデイルを守る護りの魔法

財宝：ドラウたちは合計で（キャラクターの人数 ×120）gp 相当の

を維持する上で重要な役割を担っているのではないかという推

貨幣および宝飾品を持っており、また P.3 の宝物表でランダムに決め

察に至った。太古の魔力を秘めたアイテムを獲得せよというお告

た魔法のアイテムを 2 つ持っている。

げをロルスから授かった時、彼が真っ先に思い浮かべたのもこの
ペンダントだった。彼はこのペンダントから力を引きずりだして、
シ

さらに、冒険者たちは拷問吏の持ち物から、ペンダント・オヴ・
アシャーバの破片の 1 つを見つける。

ャドウデイルを護っている魔法の力を弱めようと企んだ。
地上でエルミンスターが対処している攻撃は陽動に過ぎない。
エルミンスターの手がふさがっている間に、
ヴァランは必要な品々
を集め、ペンダントの魔力を抽出してロルスに捧げるための儀式
を行なおうとしているのだ。普段であれば、
そのような品を集めて
いる者をエルミンスターが見逃すはずはない——たとえアンダー
ダークの奥深くに潜んでいる相手であっても——のだが。ヴァラ
ンは、
かの老魔道士の注意を引くことだけは絶対に避けたいと思
っており、エルミンスターの目を己の計画からそらすために配下
の軍勢をシャドウデイルに差し向けたのである。
セッション5において冒険者たちの前から逃走した後、
ヴァラン
はザジフェアリンの近くに住むドライダーに会いに行き、あわよく
ば襲撃に助力してもらおうと考えた。冒険者たちが拷問劇場や
奴隷窟で戦っている間、彼は地上に戻っている。ヴァランとドライ
ダーの登場はセッション13を待たねばならない。

セッションの終了
拷問劇場の北側の通路の先は、カーラ・サルウッドが囚われてい
る奴隷窟に通じている。奴隷窟に向かう途中で、冒険者たちは小休
憩を取ることができる。
キャラクターたちが奴隷窟にたどりついた時点で、以下の文章を読み
上げること：
拷問劇場から北に続いていた通路は闇の中で何度も捻じくれ折れ曲
がった末、南側に広がる大きな洞窟に出ます。見張りの叫び声と哀れ
な犠牲者たちの苦しみの声からして、ここがザジフェアリンの奴隷窟に
間違いありません。
皆さんが曲がり角の手前で様子をうかがっていると、ドラウの兵士が
びっこを引いたスヴァーフネブリンの奴隷を洞窟の中に押し戻してい
るのが見えました。洞窟の入り口には体全体が蜘蛛の巣でできた大き
なクリーチャーが立っています。
このクリーチャーはドラウを見ると、
相
手を認識したかのように目をかすかに光らせ、脇にどいて道を空けま
す。スヴァーフネブリンを中に放り込んだ後、ドラウは元来た道を帰っ
て行きました。

T h o mas M . B a x a

このセッションはここで終わる。

49

血と苦痛
遭遇レベル 3

セットアップ
シャドウデイル・ドラウのカミソリ鞭（R）

2体

モー・デーモン			

2体

シャドウデイル・ドラウの雑兵（D）

8 体以上

犠牲者の人間（H）			

4体

冒険者たちは“START AREA”で遭遇を開始する。モー・デーモンは
ドラウのカミソリ鞭によって召喚されるまではマップ上に配置しな
い。前線基地の警戒度しだいで追加のドラウの雑兵が出現する可能
性がある（『展開』の項を見よ）。
戦闘の開始時に以下の文章を読み上げること：
拷問吏たちは皆さんを見てびっくりしたようですが、すぐに鞭を振り
回して戦いの祈りを唱え始めます。観客たちは座席から跳び降り、
手に
手にレイピアやハンド・クロスボウを構えます。シャドウデイルから連
行されてきた人間たちは周り中をドラウに囲まれてパニックに陥って
います。
シャドウデイル・ドラウのカミソリ鞭（R）2体
レベル4 兵士役
中型・フェイ・人型
hp：56；重傷値：28
イニシアチブ：＋5
AC20；頑健16、
反応15、
意志17
〈知覚〉＋8
移動速度：6
暗視
標準アクション
mスカージ
（
［武器］
）
◆無限回
攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：2d8＋4ダメージ
M エンスネアリング・ラッシュ／絡め取る鞭打
（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：2d8＋4ダメージ、
目標はつかまれる
（脱出難易度14）。つかみが終了
するまで、
目標は継続的ダメージ10を受ける。カミソリ鞭はこのパワー、あるい
はスカージを使用するには、つかみを終了させなければならない。
マイナー・アクション
R ダークファイアー／闇の火◆遭遇毎
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋7対“反応”
ヒット：このカミソリ鞭の次のターンの終了時まで、
目標は戦術的優位を与え、
不可視や視認困難の利益を得ることもできない。
トリガー型のアクション
M リトリビューティヴ・フロッギング／応報の笞刑◆無限回
トリガー：このカミソリ鞭から2マス以内にいる敵がカミソリ鞭の味方いずれか
1体にダメージを与えた。
効果（即応・対応）：カミソリ鞭はトリガーとなった敵に対してスカージを使用
する。
技能：
〈威圧〉
＋11、
〈運動〉＋9
【筋】14（＋4）
【敏】13（＋3）
【判】13（＋3）
【耐】16（＋5）
【知】15（＋4）
【魅】18（＋6）
属性：悪
言語：共通語、エルフ語
装備品：チェインメイル、スカージ
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シャドウデイル・ドラウの雑兵（D） 8体
レベル1 雑魚 奇襲役
中型・フェイ・人型
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない
イニシアチブ：＋7
AC15；頑健12、反応14、意志12
〈知覚〉
＋1
移動速度：6
暗視
特徴
ストーカー・アンブッシュ／追跡者の不意討ち
このドラウのことを見ることができないクリーチャーに対しこのドラウがヒットを与
えたなら、2ポイントの追加ダメージを与える。
標準アクション
mレイピア
（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：4ダメージ。
R ハンド・クロスボウ
（［武器］、
［毒］）◆遭遇毎
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：2ダメージおよび継続的［毒］
ダメージ4（セーヴ・終了）。
マイナー・アクション
クラウド・オブ・ダークネス／闇の雲（［区域］）◆遭遇毎
効果：近接範囲・爆発1の範囲内に、このドラウの次のターン終了時まで持
続する区域が生じる。この雲の区域はこのドラウを除くすべてのクリーチャー
の視線を遮る。この雲の区域の中に完全に入っているクリーチャーは、このド
ラウを除いて皆、盲目状態になる。
【筋】12（＋1）
【敏】16（＋3）
【判】13（＋1）
【耐】13（＋1）
【知】11（±0）
【魅】11（±0）
属性：悪
言語：共通語、エルフ語
装備品：レザー・アーマー、レイピア、ハンド・クロスボウ、毒のボルト×1
モー・デーモン 2体
レベル2 暴れ役
中型・元素・人型
（デーモン）
hp：42；重傷値：21
イニシアチブ：＋1
AC14；頑健14、反応13、意志12
〈知覚〉
＋2
移動速度：6
暗視
特徴
O スナッピング・ジョーズ／歯を噛み鳴らす◆オーラ1
オーラ内にいるすべての敵は戦術的優位を与える。
標準アクション
mバイト／噛みつき◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋5対AC
ヒット：1d12＋5ダメージ。
移動アクション
ラヴェナス・アドヴァンス／飢えに駆られた前進◆無限回
効果：このデーモンは一番近くにいる重傷の敵に隣接するマスへと5マスのシ
フトを行なう。
トリガー型のアクション
ヴァリアブル・レジスタンス／選択式抵抗◆遭遇毎
トリガー：このデーモンが［酸］、
［電撃］、
［火］、
［雷鳴］、
［冷気］
ダメージを受
ける。
効果（フリー・アクション）：このデーモンは遭遇が終了するまで、
トリガーとな
ったダメージ種別に対する抵抗10を得る。
【筋】17（＋4）
【敏】11（＋1）
【判】13（＋2）
【耐】12（＋2）
【知】5（ー2）
【魅】6（ー1）
属性：混沌にして悪
言語：奈落語を理解できる。
人間の犠牲者（H） 4体
レベル1 雑魚 遊撃役
中型・自然・人型
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない
イニシアチブ：＋3
AC14；頑健13、反応14、意志12
〈知覚〉
±0
移動速度：6（枷につながれている間は2）
標準アクション
mシャックルズ／枷（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋6対AC
ヒット：4ダメージ。
【筋】10（±0）
【敏】12（＋1）
【判】10（±0）
【耐】11（±0）
【知】10（±0）
【魅】10（±0）
属性：悪
言語：共通語
装備品：鉄の枷

展開
冒険者たちとドラウとのこれまでの戦闘の経緯によって、この前
線拠点の警戒度が上昇している可能性がある。この遭遇に登場する
ドラウの雑兵の数は、（セッション 10 の終了時の警戒度 ×2）に等し
い（最低 8）。警戒度が 4 未満の場合、冒険者たちは最初からマップ上
に配置されている 8 体のドラウの雑兵のみを相手にすればよいこと

H

になる。
追加のドラウの雑兵たちは 3 ラウンドに分かれて登場する。後か

D

ら現れる雑魚たちは“START AREA”に登場させるか、マップ南側の通

D

路のいずれかから出現させること。

D
H

R
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テーマ：ブラッドスウォーン

D

拷問吏たちが見せ付ける惨劇は、ブラッドスウォーンであるキ

R

ャラクター全員に血に飢えた怒りをかき立てる。ブラッドスウォー

D

ンのテーマを持つ冒険者は、この遭遇において攻撃ロールの目
が18〜20でクリティカル・ヒットを与える。

H H

戦術
ドラウのカミソリ鞭：拷問劇場への侵入者に気づいた時点で、カミソ

START
AREA

リ鞭たちは血の聖水盤を使ってマイナー・アクションでモー・デー
モンを1体ずつ召喚する。それぞれのカミソリ鞭は同時に1体ずつの
デーモンしか制御できない。モー・デーモンが死亡すると、そのデ
ーモンを召喚したカミソリ鞭は新たなデーモンをマイナー・アクシ
ョンで召喚できるようになる。カミソリ鞭のヒット・ポイントが 0
以下になった時点で、そのカミソリ鞭が召喚したデーモンが生きて
いたなら、そのドラウおよびデーモンは嫌な臭いのする煙と共に消
え失せる。
初めてモー・デーモンが出現した時、以下の文章を読み上げること：
拷問吏が奈落の力を秘めた言葉を唱えると、血液で満たされた聖水
盤が沸騰したように泡立ち始めます。そして次の瞬間、
血溜まりの中か
ら何かが飛び出してきます。鋭い歯が並んだ大きな顎が胴体のほとん
どを占めている、おぞましい生き物です。
カミソリ鞭たちは、デーモンを召喚している間に自分が死ぬと永
遠に奈落に囚われることを知っているため、他のドラウや捕虜の人
間たちを肉の盾として使い、自分の身を守ろうとする。
ドラウの雑兵：このドラウたちはザジフェアリンに住む一般庶民
であり、自分たちの住処に侵入してきた相手を熱狂的に攻撃する。た
だし、兵士としての訓練を受けていないたため、クラウド・オヴ・
ダークネスの使い方に関して連携が取れるとは限らない。
犠牲者の人間：戦闘が始まった後、この人間たちにできることと
言えば、つながれた場所でちぢこまって震えているのがせいぜいで
ある。彼らは冒険者たちから命令されない限り、冒険者たちを助け
ようとはしない。人間の枷を外すには開錠のための盗賊判定（難易度
13）または鎖を引きちぎるための〈運動〉判定（難易度 20）を行なう必
要がある。どちらも人間 1 人につき 1 回の標準アクションである。

このエリアの情報
明るさ：血の聖水盤は魔法の明かりを放っており、部屋全体が赤
い“明るい”光に照らされている。
天井：低い床から天井までは35フィート、高い床から数えると30
フィートである。
血の聖水盤：汚らしい血がたまった石作りの聖水盤には魔法がか
かっている。血の聖水盤に隣接しているクリーチャーは 19 〜 20 の
目でクリティカル・ヒットを与える。
死体穴：冒険者たちが入ってきた場所の目の前の空間は、死体を
一時的に投げ込んでおくために床が掘り下げられている。くぼみの
周囲の崖の高さは 5 フィートである。この崖を登るには、1 回の移動
アクションをまるまる費やすか、移動の一部として登攀のために難
易度 13 の〈運動〉判定を行なう必要がある。
くぼんだ部分の西の方にある穴は深さ 20 フィートであるが、底か
ら 10 フィートの高さまで死体とごみが積み重なっている。
瓦礫と死体：瓦礫や死体が散らばるマスは移動困難な地形である。

結末
ドラウのカミソリ鞭たちはここに囚われている人間全員の枷の鍵
を持っている。解放された人間たちは弱っているが意志は固く、倒
したドラウから没収した武器をもらえれば自分たちだけでハエ取り
網を通って無事に地上まで帰ることができる。彼らは奴隷窟の惨状
を耳にしているため、これ以上奥に進もうとはしない。奴隷窟につ
いて聞かれたなら、北の通路の先にあるとだけ答える。
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セッション12：奴隷窟
囚われの身となったカーラ・サルウッドを探していた冒険者たち
は、前回のセッションにおいて、凄惨なる拷問劇場にいたドラウの
集団を撃破した。そこにカーラはいなかったが、エルミンスターか
ら奪還を依頼されていた強力な魔法のアイテムであるペンダント・
オヴ・アシャーバの2つに割られた欠片の1つを発見した。拷問劇場
から北に伸びる通路を辿っていった先には、ドラウの恐るべき奴隷
窟が待ち構えていた。
セッションの開始時に以下の文章を読み上げること：
拷問劇場から北に続いていた通路は闇の中で何度も捻じくれ折れ曲
がった末、南側に広がる大きな洞窟に出ます。見張りの叫び声と哀れ
な犠牲者たちの苦しみの声からして、ここがザジフェアリンの奴隷窟に
間違いありません。
皆さんが曲がり角の手前で様子をうかがっていると、ドラウの兵士が
びっこを引いたスヴァーフネブリンの奴隷を洞窟の中に押し戻してい
るのが見えました。洞窟の入り口には体全体が蜘蛛の巣でできた大き
なクリーチャーが立っています。
このクリーチャーはドラウを見ると、
相
手を認識したかのように目をかすかに光らせ、脇にどいて道を空けま
す。スヴァーフネブリンを中に放り込んだ後、ドラウは元来た道を帰っ
て行きました。
洞窟の壁や天井を大きな蜘蛛が何匹も這い回り、怯えてよろよろと
進むスヴァーフネブリンに今にも襲い掛からんとしています。その時、
暗がりの中から若い女が踏み出して蜘蛛を蹴り飛ばし、追い払いまし
た。あれはカーラ・サルウッドに間違いありません！
冒険者たちが奴隷窟に入った時点で、P.54 の戦闘遭遇『奴隷窟の番
人』が始まる。遭遇が終了した後はこの項に戻ること。

カーラとの再会
カーラの健康状態は良好に保たれている。飢えと乾きに苦しんで
はいるものの、シャドウデイルの領主の子孫という身分のおかげで
（そしてヴァランが彼女に人質としての価値を認めたので）、他の奴
隷たちのように鞭打たれたり不名誉な扱いを受けたりはしなかった
のだ。ドラウの捕虜となったことによって、シャドウデイルからド
ラウを追い出そう、そして将来の侵略に備えて町の守りを固めよう
という彼女の意思はますます固くなった。
戦闘が終わったなら以下の文章を読み上げること：
カーラは薄汚れた顔から髪をかき上げて、びっくりした表情で皆さん
を見つめます。
「皆さんに再び会えるとは、これ以上うれしいことはあ
りません！ 戦いの行方はどうなっています？」
カーラはドラウたちがあわてふためいて動き回っていることを知
り、ドラウの動揺の理由が、何者かがザジフェアリンに侵入したこ
とであってほしいと願っていた。冒険者たちには、カーラと情報を
交換し合い、彼女の身に起きたことを聞き出すだけの時間がある。
サリネル：カーラが最後にサリネルを見たのは、ドラウが彼に手ひ
どい暴行を加え、半死半生のままハエ取り網に投げ捨てたところだ
った。かのエルフが生きていることを知れば、カーラは大喜びする。
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ペンダント・オヴ・アシャーバ：カーラは、彼女をここに連行した
ドラウがペンダントの欠片の片方を拷問吏に渡したことを知ってい
る。その欠片をキャラクターたちが回収したことを話すと、カーラ
は以下のことを強く主張する。我々はザジフェアリンを脱出してア
シャーバの塔に入りこみ、護りの魔法を強化しなおさなければなら
ないのだ。
前線基地からの脱出：カーラはこの場所まで連れて来られた道筋
をほとんど覚えていない。移動の間、彼女は気を失っていたり、疲
労困憊していたり、目隠しをされていたりしたからだ。したがって、
彼女は帰り道も分からないので、シャドウデイルに帰るためには冒
険者たちに案内してもらうしかない。
カーラの装備品：冒険者たちがセッション 8 においてデーモンス
パーの中でカーラの盾を回収していようといまいと、彼女の武器お
よび残りの装備はウェブ・ゴーレムの残骸の中から見つかる。
エルミンスターからのセンディング：カーラはエルミンスターがセ
ンディングの儀式によって彼女にメッセージを送ろうとしていたと
信じている。しかし、そのメッセージはひどく乱れていて理解でき
ず、彼女からの返答が向こうに届いたかどうかも分からない。セン
ディングの儀式が正常に機能しなかったのは、シャドウデイルを護
ってきた魔法の力が弱まっているせいではないかと、彼女は考えて
いる。

奴隷のスヴァーフネブリンたち
このディープ・ノームたちは 2 ヶ月前に捕らえられ、ドラウのた
めに鉱脈を掘る仕事を強制されていた。彼らは他の種族を信用しな
いたちだが、自分たちを助けてくれた冒険者たちはその例外になり
うる。スヴァーフネブリンは生まれつきアンダーダークに関する知
恵を備えており、確実に脱出できそうな通路を覚えている。
番人が倒されたので、スヴァーフネブリンたちはザジフェアリン
の最も危険な区域の縁を通る今は使われていないトンネルを通って
この地から逃げ出すつもりでいる。彼らはこの道筋を示す大ざっぱ
な地図を描くこともできる。
前線基地から脱出するためにスヴァーフネブリンの手を借りるこ
とはたやすい。ただし、そのためには技能判定に成功しなければな
らない。
〈威圧〉、〈交渉〉、〈はったり〉
（難易度 9）：スヴァーフネブリンた
ちは冒険者たちに、自分たちが見つけた道を教えてくれる。
〈威圧〉、〈交渉〉、〈はったり〉
（難易度 13）
：スヴァーフネブリンた
ちは冒険者たちのために地図を描いてくれる。また、破壊されたウ
ェブ・ゴーレムの残骸から回収した武器で武装して近くの洞窟に囚
われている奴隷たちを助け出すために協力すると誓う。
〈威圧〉、〈交渉〉、〈はったり〉
（難易度 21）：1 人のスヴァーフネブ
リンが冒険者たちを出口まで案内することに同意する。他の者たち
はここに留まり、破壊されたウェブ・ゴーレムの残骸から回収した
武器を手に、他の奴隷たちを助けるために戦う。

ザジフェアリンからの脱出
冒険者たちおよびカーラは前線基地を脱出しなければならない。

セッションの終了
ザジフェアリンを脱出した冒険者たちは、地上に戻ってアシャー

スヴァーフネブリンの助けがあればことは簡単だが、独力で地上に

バの塔を目指さねばならない。この脱出行の間に、カーラはシャド

戻ることも不可能ではない。

ウデイルを護っている魔法を修復するための手順を説明する。P.57
の『ペンダントの修復』に記されている情報をプレイヤーに与えるこ

スヴァーフネブリンが道案内をする場合、以下の文章を読み上げるこ

と。

と：
ノームの隠し通路を通るということは、キノコに覆われた壁の下の狭
い隙間に入り込む必要があるということを意味します。いったん入って

ザジフェアリンを脱出した後、以下の文章を読み上げること：
アシャーバの塔の地下室は無人のままで、階段の扉は皆さんが降り

しまえば通路はやや広くなり、道を進んでいくのにそれほど不自由はし

ていった時のまま開かれています。しかし、最後の1 人が地上階に上が

ませんでした。皆さんはスヴァーフネブリンの案内に従ってザジフェア

った瞬間、皆さんの背後の地下室への扉が、何らかの魔法の力によっ

リンの危険を避けて通り、アシャーバの塔まで無事に帰り着きます。

てバタンと閉じられます。
カツ、カツという足音が響き、階段を登りきった場所の目の前にヴァ

冒険者たちは無傷のままアシャーバの塔の地下室に到着する。
スヴァーフネブリンから地図だけを受け取った場合、以下の文章を読
み上げること：

ラン・ジェイルレが姿を現します。蜘蛛の体からドラウの上半身が生え
た巨大な姿が 2 つ、彼の背後に音も無く歩み寄ってきます。
『私の危惧は当たったか」
ヴァランが話し始めます。
『地下にいる無能
な手下どもは、私が信頼して預けた物を守り抜くことすらできなかった

ノームの隠し通路を通るということは、キノコに覆われた壁の下の狭

と見える。やれやれ、いつものことだが、結局最後は私自身が手を下

い隙間に入り込む必要があるということを意味します。いったん入って

さねばならんのだな。貴様らがここまでペンダントを運んで来たことは

しまえば通路はやや広くなり、道を進んでいくのにそれほど不自由はし

褒めてやろう。さあ、おとなしくそれを渡すがいい。このヴァラン・ジ

ませんでした。しかし、この地図はおおまかなものにすぎないため、皆

ェイルレに逆らおうというのなら、苦痛に満ちた緩慢な死を与えてやる

さんは間違った道に進んだり、狭いトンネルを苦労して登ったりするこ

ぞ」

とになります。打ち傷切り傷を多少こしらえはしたものの、皆さんは大
怪我をすることなくアシャーバの塔の地下にたどり着きます。
アシャーバの塔の地下に着くまでの間に、冒険者たちは誤った道
を進んだせいで回復力を 1 回ぶんずつ失う。
何の手助けも得られなかった場合、以下の文章を読み上げること：
ザジフェアリンからの脱出は、侵入よりはだいぶ楽でした。ドラウた
ちはパニックに陥っており、トンネルの警備に残っている者も数は少な
く統制が取れていません。皆さんが前線基地に殴り込みをかけた結果、
ジェイルレ家の鉄壁の支配体制に揺らぎが生じているようです。偶発
的な戦闘と道に迷ったことのせいで貴重な時間が奪われましたが、皆
さんは何とかアシャーバの塔まで戻ってきました。
冒険者たちは余計な時間を費やし、ドラウの巡視隊と何回か戦わ

このセッションはここで終わる。

報酬
このセッションが終了した時点で、各キャラクターはウェブ・ゴ
ーレムおよび蜘蛛を倒したことによって経験点を400XPずつ獲得す
る。
財宝：ウェブ・ゴーレムの残骸の中には、ペンダント・オヴ・ア
シャーバの 2 つ目の破片に加えて、魔法のものでない武器が 5、6 本
と、合計で（キャラクターの人数 ×90）gp 相当の宝石（ウェブ・ゴー
レムに魔法の命を与えるための焦点具として機能していたもの）と、
P.3 の宝物表でランダムに決めた魔法のアイテムが 1 つある。カーラ
の剣、チェインメイル、消えずの松明も、同じく残骸の中から見つ
かる。

ねばならなかった。各キャラクターは回復力を 1d2 ＋ 1 ずつ失う。

種族またはテーマ：スヴァーフネブリン
およびアンダーダーク・エンヴォイ
種族がスヴァーフネブリンであるか、アンダーダーク・エンヴォイ
のテーマを持っているキャラクターは、スヴァーフネブリンの助力
を得るための〈交渉〉判定において、2回ロールして好きな方の結
果を用いることができる。
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奴隷窟の番人
遭遇レベル 4

START
AREA

セットアップ
レッサー・ウェブ・ゴーレム
（G）1 体
デスジャンプ・スパイダー（D） 3 体
カーラ・サルウッド
（K）
奴隷のスヴァーフネブリン
（S）

D

6体

D

G

冒険者たちはマップの北から入ってきて、“START AREA”で遭遇を
開始する。西の通路の先には他の奴隷窟が複数ある。
戦闘の開始時に以下の文章を読み上げること：
ウェブ・ゴーレムは振り返り、皆さんを識別するかのように首を傾け
た後、シュウシュウという音を発します。ゴーレムは皆さんの方に向か

D

ってズシンズシンと歩き始め、
戦闘を予感した蜘蛛たちもカサカサと足
早に駆け回りはじめます。ゴーレムが歩くたび、その足元から分厚い蜘

K

蛛の巣が広がっているのが見えます。

S
S

このゴーレムの中には、武器や防具その他のアイテムが埋め込ま

S

S

れており、ペンダント・オヴ・アシャーバの 2 つ目の欠片も含まれ
ている。
〈知覚〉
（難易度 13）：ゴーレムが動くたび、蜘蛛糸に埋もれた金属
がちらちらと光るのが見えます。
レッサー・ウェブ・ゴーレム（G）
レベル4 精鋭 暴れ役
大型・自然・自律体（人造）
hp：136；重傷値：68
イニシアチブ：＋4
AC16；頑健17、
反応16、
意志15
〈知覚〉＋7
移動速度：6、
登攀4（蜘蛛歩き）
暗視
脆弱性：
［火］5
セーヴィング・スロー：＋2；アクション・ポイント1
特徴
O クラウド・オヴ・ウェブズ／雲の如き網◆オーラ2
オーラの範囲内に入った敵、および範囲内でターンを開始した敵はすべて、
自
分の次のターンの終了時まで減速状態となる。
標準アクション
mスラム／叩きつけ◆無限回
攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：2d8＋6ダメージ、さらにこのウェブ・ゴーレムのつかんでいる目標が2
体未満ならば、
目標はつかまれる
（脱出難易度14）
M リヴィング・ウェポン／生き物の武器◆無限回
必要条件：ゴーレムは目標をつかんでいなければならない。
効果：ゴーレムはスラムを使用する。このスラムがヒットしたなら、5ポイント
の追加ダメージを与える。ゴーレムにつかまれている別の目標もまた、このス
ラムのダメージを受ける。
M ダブル・アタック／2回攻撃◆再チャージ：
効果：ゴーレムはスラムを2回使用する。
移動アクション
ドラッグ／引きずり◆無限回
効果：ゴーレムは移動速度分まで移動し、
自分がつかんでいるクリーチャーを
引き寄せる。つかまれたクリーチャーはゴーレムの2マス以内のゴーレムが選
んだマスでつかまれ続ける。ゴーレムのこの移動は、つかんだクリーチャーか
らの機会攻撃を誘発しない。
【筋】18（＋6）
【敏】15（＋4）
【判】10（＋2）
【耐】18（＋6）
【知】3（ー2）
【魅】3（ー2）
属性：無属性
言語：——
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デスジャンプ・スパイダー（D）3体
レベル4 遊撃役
中型・自然・野獣
（スパイダー）
hp：52；重傷値：26
イニシアチブ：＋5
AC18；頑健17、反応16、意志15
〈知覚〉
＋7
移動速度：6、登攀6（蜘蛛歩き）振動感知5
抵抗：［毒］5
特徴
ウェブ・ウォーク／クモの巣渡り
スパイダーはクモの巣からなる移動困難地形を無視する。
標準アクション
mバイト／噛みつき
（［毒］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：ヒット：1d6＋3ダメージ、
目標は継続的［毒］
ダメージ5を受ける
（セー
ヴ・終了）。
M デス・フロム・アバヴ／頭上からの死◆再チャージ 4 5 6
効果：このスパイダーは6マスの跳躍を行なう。この移動は機会攻撃を誘発し
ない。跳躍の後、このスパイダーはバイトを使用する。これがヒットしたなら、
目標は倒れて伏せ状態となる。
移動アクション
プロディジャス・リープ／超跳躍◆遭遇毎
効果：このスパイダーは10マスの跳躍を行なう。この移動は機会攻撃を誘発
しない。
技能：〈運動〉＋9、
〈隠密〉＋8
【筋】14（＋4）
【敏】12（＋3）
【判】10（＋2）
【耐】12（＋3）
【知】1（ー3）
【魅】8（ー1）
属性：無属性
言語：——

奴隷のスヴァーフネブリン（S） 6体
レベル2 雑魚 遊撃役
小型・フェイ・人型
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない
イニシアチブ：＋5
AC16；頑健14、
反応15、
意志13
〈知覚〉＋1
移動速度：6（地渡り）
暗視
標準アクション
M アンアームド・アタック／素手攻撃◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：5ダメージ。
移動アクション
メルド・イントゥ・ストーン◆遭遇毎
効果：スヴァーフネブリンはその移動速度の半分まで移動し、その移動の間位
相移動を得る。この移動がスヴァーフネブリンが通常は占められないマスで終
わる場合、
スヴァーフネブリンはその代わりに移動を開始しようとしたマス目にと
どまる。
【筋】10（＋1）
【敏】14（＋3）
【判】10（＋1）
【耐】12（＋2）
【知】10（＋1）
【魅】9（±0）

展開
ウェブ・ゴーレムの体内にペンダント・オヴ・アシャーバの欠片
が隠されている。このモンスターのヒット・ポイントが 0 になって
崩れ落ちた後、残骸の中からこの欠片が見つかる。P.53 の『報酬』を
見よ。カーラが気絶しておらず、ゴーレムの残骸まで安全に移動で
きるようなら、彼女はゴーレムが倒れた直後に破片を回収しようと
する。
この時、以下の文章を読み上げること：
カーラは崩れ落ちたゴーレムの元に駆け寄り、ばらばらになった蜘蛛
の巣を漁り始めます。彼女がつかみ上げた銀色の宝飾品——それはペ
ンダント・オヴ・アシャーバの破片です！

種族：スヴァーフネブリン
種族がスヴァーフネブリンである冒険者は、奴隷たちに声をか
けるだけで一緒に戦うよう説得することができる。

カーラ・サルウッド、
人間のナイト
レベル3 防衛役
中型・自然・人型
hp：40；重傷値：20；回復力：10
イニシアチブ：＋1
AC20；頑健17、反応15、意志15
〈知覚〉
＋2
移動速度：5
特徴
O ディフェンダー・オーラ／防衛のオーラ◆オーラ1
このオーラ内で、カーラあるいは“彼女の仲間でディフェンダー・オーラを起動
している者”を目標としない攻撃を行なうすべての敵は攻撃ロールに−2のペナ
ルティを受ける。“マークされた状態”の敵はこのオーラの対象にならない。
標準アクション
mロングソード
（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋10対AC
ヒット：1d8＋4ダメージ。
マイナー・アクション
ハンマー・ハンズ／槌手撃◆無限回
効果：カーラは“槌手撃”の構えを取る。この構えが終了するまでの間、ロング
ソードを敵にヒットさせたならカーラは、フリー・アクションとしてその敵を1マ
ス押しやり、その後その敵に隣接するマスまで1マスのシフトを行なえる。
移動アクション
バトル・リーダー／戦闘指揮
効果：近接範囲・爆発 2（爆発の範囲内にいる味方）
；すべての目標はフリー・
アクションとして1マスまでのシフトを行なうことができる。
トリガー型のアクション
バトル・ガーディアン／守護者の戦技◆無限回
トリガー：カーラのオーラの対象となっている敵が以下のいずれかを行なう：
（1）
シフトを行なう。（2）
カーラの味方を目標とする攻撃を行ない、かつその攻
撃の目標に、カーラも、“カーラの味方のうちディフェンダー・オーラを起動して
いる者”も含まれない。
効果：カーラはトリガーとなった敵に対してロングソードを使用する。ミスして
も敵は3ダメージを受ける。
パワー・ストライク／強撃◆1遭遇に2回まで（1つのターンには1回まで）
）
トリガー：カーラが敵にロングソードをヒットさせる。
効果：敵は1d8の追加ダメージを受ける。
技能：〈交渉〉＋8、
〈看破〉＋7、
〈歴史〉＋8
【筋】16（＋4）
【敏】10（＋1）
【判】12（＋2）
【耐】13（＋2）
【知】14（＋3）
【魅】15（＋3）
属性：秩序にして善
言語：共通語、エルフ語
装備品：チェインメイル、ライト・シールド、ロングソード、消えずの松明

カーラ：カーラのデータ・ブロックは通常の装備を前提にしたも
のであり、現時点では武器も防具も身につけていない。したがって、

戦術

彼女は敵に近づこうとはせず、奴隷のスヴァーフネブリンたちをか

ウェブ・ゴーレム：このゴーレムは殺戮機械ではなく番人として作
られているため、冒険者たちを奴隷に近づかせないことと、この洞
窟から追い払うことを目標にする。キャラクターたちを生きたまま
捕らえて奴隷にするために、敵のヒット・ポイントを 0 以下にする
機会が生じたならば殺さずに気絶させることを選ぶ。
デスジャンプ・スパイダー：この怪物じみた蜘蛛たちは登攀能力と

ばうことに専念する。ただし、冒険者から武器を受け取ったなら、彼
女は戦闘に加わる。その際、チェインメイルも盾もないため、彼女
の AC は 16 であり、移動速度は 6 である。
奴隷のスヴァーフネブリン：ノームたちは自分の命を危険に晒すよ
うなまねはせず、戦闘からなるべく遠ざかろうとする。やむを得ず
戦闘に参加する場合、ゴーレムを避けてデスジャンプ・スパイダー

跳躍能力を活かして常に動き回り、予想外の方向から冒険者に襲い

に群がる。

掛かろうとする。

このエリアの情報

テーマ：エスケープト・スロール
奴隷窟を見た瞬間、エスケープト・スロールの脳裏に苦痛に満
ちた記憶が蘇りそうになる。エスケープト・スロールのテーマを持
つキャラクターは遭遇の開始時に継続的[精神]ダメージ5（セー
ヴ・終了）
を受けるが、この遭遇の終了時までダメージ・ロール
に＋2ボーナスを得る。

明るさ：下の部屋で燃えている焚き火がエリア全体に “明るい” 光
をもたらしている。
天井：高さ 20 フィート。
焚き火：焚き火の中で自分のターンを開始したクリーチャーは 5
［火］ダメージを受ける。
瓦礫とキノコ：瓦礫の山および大きなキノコは移動困難な地形で
ある
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セッション13：
シャドウデイルへの帰還
前回のセッションにおいて、冒険者たちはドラウの前線拠点ザジ

エルミンスターが援護を送る際、以下の文章を読み上げること：
室内の墓の上に、幽霊のような影が現れます。それは銀色の煙でで
きた、エルミンスターに似た姿で、かっこうつけた身振りをしながら語
り始めます。

フェアリンの奴隷窟の番をしていたウェブ・ゴーレムを倒し、カー

「ピンチとあらば即参上、それがこのわし、エルミンスターじゃ！

ラ・サルウッドを救出し、ペンダント・オヴ・アシャーバの 2 つ目

シャドウデイルを護るため、勇者たちに力を貸そう。この霧の中に入っ

の欠片を回収した。

て、わしの呪文を受け取るがよい」

ザジフェアリンからの脱出行の間に、カーラはシャドウデイルを

ポンと煙を立てて幽霊は消え去り、ヴァランが毒づきます。
「貴様ら

護っている魔法を修復するための手順を説明する。次ページの『ペン

を片付けたら、次はあのいかれた魔法使いの番だ！」
塔全体に轟音が響

ダントの修復』に記されている情報をプレイヤーに与えること。

き渡り、墓の周囲に銀色の霧が湧き上がります。霧の上には球状の深
紅の炎が燃え上がっています。

セッションの開始時に以下の文章を読み上げること：
アシャーバの塔の地下室は無人のままで、階段の扉は皆さんが降り
ていった時のまま開かれています。しかし、最後の1人が地上階に上が
った瞬間、皆さんの背後の地下室への扉が、何らかの魔法の力によっ
てバタンと閉じられます。
カツ、カツという足音が響き、階段を登りきった場所の目の前にヴァ
ラン・ジェイルレが姿を現します。蜘蛛の体からドラウの上半身が生え
た巨大な姿が 2つ、彼の背後に音も無く歩み寄ってきます。
『私の危惧は当たったか」
ヴァランが話し始めます。
「地下にいる無能
な手下どもは、私が信頼して預けた物を守り抜くことすらできなかった
と見える。やれやれ、いつものことだが、結局最後は私自身が手を下
さねばならんのだな。貴様らがここまでペンダントを運んで来たことは
褒めてやろう。さあ、おとなしくそれを渡すがいい。このヴァラン・ジ
ェイルレに逆らおうというのなら、苦痛に満ちた緩慢な死を与えてやる
ぞ」
ここで、エルミンスターからのセンディングを受け取る冒険者を
1 人選ぶこと（かの魔道士から、以前にもメッセージを受け取ったこ
とがあるキャラクターが望ましい）。
選ばれたキャラクターに対して、以下の文章を読み上げること：
ヴァランが皆さんの返事を待っている時、あなたの頭の中に声が響
きます。ふたたびエルミンスターからの連絡が来たのです「今どこにい
る？ ペンダントは無事に取り戻せたか？ シャドウデイルの護りの
魔法を修復せにゃならん。時間がない！」
センディングを受け取った者は 75 文字以内で返答を返すことが
できる。今回、エルミンスターには返事を待つ時間があるので、DM
が最後の遭遇の準備をしている間に、プレイヤーたちに返事を考え
させること。この精神的な返答は声に出して話す必要がないため、ヴ
ァランに聞かれる心配はない。
冒険者たちの返事に、今アシャーバの塔にいることと、助力がほ
しいということの 2 点が含まれていたなら、エルミンスターは PC た
ちを援護するために前もって準備しておいた一連の呪文を起動させ
る。

P.58 の遭遇『最後の戦い』に進むこと。

エルミンスターの火
墓の上に灯った深紅の炎は特殊な性質を備えている。
『ペンダント
の修復』の項で述べられているように、この炎はペンダント・オヴ・
アシャーバの破片を元の姿に融合させることができる。さらに、シ
ャドウデイルを護るために戦う者に対して特別な利益を与える。
シャドウデイルに敵する者（ヴァラン一党もこれに含まれる）はこ
の霧の中に入ることができないが、冒険者たちおよびカーラは入れ
る。中に入った者にはエルミンスターの声による質問が聞こえ、そ
れに答えることによって祝福を授かる。各キャラクターはそれぞれ
1 回しか祝福を得られない。
冒険者が霧の中に入った時、以下の文章を読み上げること：
エルミンスターの声があなたの心の中に響きます。
『我が故郷を護る
ために戦う者よ、祝福を受け取るが良い。答えよ。汝は敵を倒す者か、
呪文使いか。それとも盗賊か、偉そうな坊主か？」
キャラクターが“敵を倒す者”と答えた場合、以下の文章を読み上げる
こと：
深紅の球体から噴出した炎があなたの武器を包み込み、あらゆるも
のを焼き尽くす炎の武器となります。
この遭遇の終了時まで、この炎をまとった武器が敵にヒットを与
えるたび、その敵はさらに継続的 [ 火 ] ダメージ 5 を受ける（セーヴ・
終了）。
キャラクターが“呪文使い”と答えた場合、以下の文章を読み上げるこ
と：
深紅の球体から螺旋を描いて舞い降りた炎があなたの頭上を旋回し
始めます。
この遭遇の終了時まで、このキャラクターが遠隔攻撃または近接
攻撃を目標にヒットさせるたび、目標に隣接する敵全員は 1d4[ 火 ]
ダメージを受ける。また、このキャラクターの遠隔範囲攻撃および
近接範囲攻撃は、その攻撃がヒットした敵すべてに対して 1d6 の追
加 [ 火 ] ダメージを与える。
キャラクターが“盗賊”と答えた場合、以下の文章を読み上げること：
あなたは深紅の炎に飲み込まれ、体が急に軽くなったのを感じます。
あなたの肉体は灰色がかった霧のように変化しました。
この遭遇の終了時まで、このキャラクターは自分のターンの間、非
物質的であり、位相移動を行なえる。
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キャラクターが“偉そうな坊主”と答えた場合、以下の文章を読み上げ
ること：
深紅の球体から炎のしずくが雨のように降り注ぎ、あなたの体の表
面をつたい落ちて、あなたが仕える神の聖印を形作ります。
このキャラクターが [ 信仰 ] パワーをヒットさせるたび、このキャ
ラクターから5マス以内にいる味方1人は1d6ヒット・ポイントを回
復する。

ペンダントの修復
カーラ・サルウッドが、ペンダント・オヴ・アシャーバを修復し、
シャドウデイルをドラウから護る魔法を再起動させるために必要な
手順を説明する。
1. ペンダントの欠片を加熱する。アシャーバが領主となる前のシャ
ドウデイルは、炎と憤怒に満ちた土地であった。
2. 欠片をくっつけ、水の中で冷やす。これは水の魔法を得意とし
ていたアシャーバに敬意を表したものである。この時点でペン
ダント・オヴ・アシャーバは元の姿に戻る。
3. アンダーダークの脅威を再び封印するためには、アシャーバの
塔の中にシャドウデイルの過去の領主たちの力を具現化させな
ければならない。カーラは、シャドウデイルの前領主ダウスト・
サルウッドの子孫である自分の血を用いれば護りの魔法を再起
動できると信じている。

古髑髏山亭の中では、レイディ・アッディ・ウルファーのスピーチが
終わろうとしているところです。
「危機は去りました。これからは再建
の時間です」と女領主が話しています。
「私たちのふるさとを守ったの
は、心美しき皆さんの素早い行動、カーラ・サルウッドとその仲間たち
の勇気、そしてもちろん、我らのよき友人であるエルミンスターの魔法
です」
彼女は暖炉の方に手を差し伸べます。火の側ではエルミンスターが
揺り椅子に腰掛けてパイプをくゆらせています。大人数がひしめき合っ
ているにも関わらず、この老魔道士の近くだけはぽっかりと空いていま
す。アッディ卿が自分の名前を出したのを聞いたエルミンスターは眉を
ひそめてみせ、またパイプをふかし続けました。
カーラ・サルウッドは広間の中央に踏み込み、レイディ・ウルファー
にペンダント・オヴ・アシャーバを手渡します。レイディ・ウルファー
はペンダントを高く掲げ、広間の人々は一斉に静まり返ってペンダント
の声を聞こうとしています。
「この者こそ唯一正当なるシャドウデイル
の領主なり……」
部屋中に歓呼の声が満ちます。宿の女将ゲスラ・シルヴァーメイン
が新しいワインの樽を開け、
大宴会が始まりした。酒宴に興じる人々の
1 人に、カーラの目が止まります。エルフのサリネルが、打ち身と包帯
だらけの姿で、
カウンターの奥に腰掛けて蜂蜜酒をちびちびとすすって
います。カーラは彼の元へと走っていきました。

シャドウデイルの住人たちとの会話
冒険者たちは宿の中にいる人々と話をすることができる。住民の

今回の戦闘遭遇は、ペンダントの修復を簡単にするための準備で
もある。たとえばペンダントの破片を、前述の深紅の炎で熱し、塔

多くは負傷しており、明日には死者たちを埋葬する必要があるだろ
う。だが今夜は、祝杯を上げる時間なのだ。

の船着場でアシャーバ川の水に浸し、カーラの血で起動させること

アッディ・ウルファー：レイディ・ウルファーは、アシャーバの塔か

ができる。しかし、冒険者たちはもっと早くこの作業を終わらせら

ら逃げる際にペンダントを置き去りにしてしまったことを謝罪する。

れる手を思いつくかもしれない（魔法を使えば時間を短縮するのは

ドラウの襲撃はあまりに速かったため、彼女は自分の身を守るだけ

容易だろう）。プレイヤーたちに自由にアイデアを出してもらうこと。

で精一杯だったのだ。彼女はその後、エルミンスターの風車小屋の

ペンダントを炎や水の中に入れるのはそれぞれ 1 回のマイナー・

安全な部屋で襲撃が収まるのを待っていた。彼女は 2 度とペンダン

アクションである。カーラは標準アクションとして、大怪我の心配

トを外さないと誓うが、いつまでペンダントをつけていたいと思っ

無しに自分を傷つけ、ペンダントに血を垂らすことができる（カーラ

ているのかは彼女自身にも定かではない。彼女はカーラ・サルウッ

が死亡している場合、彼女に隣接する冒険者は同じ事を 1 回の標準

ドのことを有望な後継者候補と考えている。

アクションで行なえる）。キャラクターは1回のマイナー・アクショ

サリネル：このエルフは冒険者たちに助けられたことに篤く礼を

ンとして、別のキャラクターにペンダントを渡すことができる（5 マ

述べる。PCたちはコーマンソーのエルフたちの間でも必ず歓迎され

スまでなら投げ渡すこともできる）。

るだろうと、彼はうけあう。

シャドウデイルの救世主

ークは充分に堪能しただろうと言い、古髑髏山亭の開店 200 周年記

最後の戦いが終わった後、最後のシーンはその日の晩まで時間が
とぶ。シャドウデイルを守った英雄たちに報酬を与えるべき時だ。
ヴァランたちが敗れた時点で、以下の文章を読み上げること：
最後のドラウがねじれた塔の床に崩れ落ちました。皆さんとカーラ・
サルウッドはこの一日を、シャドウデイルの農場や町中に残って戦い続
けているダーク・エルフたちを倒したり追い払ったりして費やすこと
になります。輝き続けていたスペルファイアーの光も、エルミンスター
の風車小屋の近くでようやく消えました。

ゲスラ・シルヴァーメイン：宿の女将は冒険者たちに、アンダーダ
念日にまた来ておくれと招待する。この宿の経営者が彼女の一族で
ある限り常に、キャラクターたちは無料でこの宿に部屋を取れる。
エルミンスター：この老魔道士は、冒険者たちが近づくとほっとし
たような顔をする。「ああ、お前さんたちか。1 度くらいは顔を見せ
ておこうと思っとったんじゃ。75 文字の制限つきとは言え、お前さ
んと話すのは悪くなかったからのう。シャドウデイルはお前さんた
ちに大きな借りができた。アッディがそれを忘れなきゃええんじゃ
が」彼はそう言うと、広いつばの帽子を被り、立ち上がって扉の外に
歩いて行く。

日が沈むころには、町に平和が戻ります。
人々は古髑髏山亭に集まっています。広間に入りきらない人々が玄
関口からあふれ出しています。カーラと皆さんが現れると、町の人々か
ら拍手喝采の声が上がります。
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最後の戦い
遭遇レベル 5

K

S

セットアップ

START
AREA

ヴァラン・ジェイルレ
（V）
シャドウデイル・ドライダー（D）		

2体

シャドウデイル・ドラウの呪文紡ぎ
（S）

4体

V

冒険者たちおよびカーラは“START AREA”で遭遇を開始する。
キャラクターたちが階段を登り、戦闘が始まったなら、以下の文章を

S

D D

読み上げること：
蜘蛛とドラウのあいのこのようなクリーチャーが、鋭いシミターを振
り回しながら近づいてきます。
その醜悪な肉体のおかげで彼らの間合い

S

は長く、近づいてきた者をすぐさま切り刻もうと身構えています。ヴァ
ランは杖をかかげて秘術の力を秘めた言葉を唱えます。それと同時に、
皆さんは近くの部屋で動く気配に気づきました。何人いるのかは分かり
ませんが、ドラウたちが隠れています。
シャドウデイル・ドラウの呪文紡ぎ（S）4体
レベル3 砲撃役
中型・フェイ・人型
hp：34；重傷値：17
イニシアチブ：＋3
AC17；頑健14、
反応16、
意志15
〈知覚〉＋2
移動速度：6
暗視
標準アクション
mスペルショック・ロッド／呪文衝撃のロッド
（［装具］、
［電撃］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋8対AC
ヒット：2d6＋4［電撃］
ダメージ、このドラウは目標を2マス押しやる。
rダークボルト／闇の矢
（［死霊］、
［装具］、
［電撃］）◆無限回
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋8対“反応”
ヒット：1d4＋4［電撃］
ダメージおよび継続的［死霊］
ダメージ5（セーヴ・終了）。
C ライトニング・ウェブ／電撃の網
（［装具］、
［電撃］）◆遭遇毎
攻撃：近接範囲・噴射5（噴射の範囲内のクリーチャー）；＋6対“反応”
ヒット：目標は動けない状態となり、継続的［電撃］
ダメージ5を受ける
（セーヴ・
両方とも終了）
ミス：5［電撃］
ダメージ、
目標は減速状態となる
（セーヴ・終了）。
マイナー・アクション
レヴィテート／空中浮揚◆遭遇毎
効果：ドラウは垂直に4マスまで上方へ移動し、次の自分のターンの終了時ま
で宙に浮かび続けることができる。この空中浮揚が終了した時点で、
ドラウは
使用者は落下ダメージを受けることなく地面まで降下する。
維持・移動：この空中浮揚は次の自分のターンの終了時まで持続する。ドラ
ウは上下いずれかに3マスまで移動するか、地面と水平に1マス移動すること
ができる。
技能：
〈隠密〉
＋8、
〈魔法学〉＋9
【筋】10（＋1）
【敏】14（＋3）
【判】12（＋2）
【耐】10（＋1）
【知】16（＋4）
【魅】15（＋3）
属性：悪
言語：共通語、エルフ語
装備品：ローブ、ロッド
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S

シャドウデイル・ドライダー（D）
レベル4 兵士役 2体
大型・フェイ・人型
（スパイダー）
hp：55；重傷値：27
イニシアチブ：＋6
AC20；頑健16、反応15、意志17
〈知覚〉
＋2
移動速度：8、登攀8（蜘蛛歩き）
暗視
特徴
スレトニング・リーチ／機会攻撃の間合い
このドライダーは自分から2マス以内の敵に対して機会攻撃を行なえる。
標準アクション
mシミター
（［武器］）◆無限回
攻撃：近接・2（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：2d8＋4ダメージ
効果：ドライダーは次の自分のターン終了時まで、
目標をマークする。
マイナー・アクション
R ダークファイアー／闇の火◆遭遇毎
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋7対“反応”
ヒット：このドライダーの次のターンの終了時まで、
目標は戦術的優位を与え、
不可視や視認困難の利益を得ることもできない。
トリガー型のアクション
サーヴァンツ・リビューク
（［死霊］、
［毒］）◆無限回
トリガー：このドライダーにマークされている敵1体がシフトを行なう、あるいは
このドライダーを目標に含まない攻撃を行なう。
効果（機会アクション）：近接・爆発10（爆発内でトリガーを発生させた敵）
；
目標は
［死霊］
かつ
［毒］
ダメージ10を受ける。
技能：〈隠密〉＋9
【筋】18（＋6）
【敏】15（＋4）
【判】10（＋2）
【耐】15（＋4）
【知】8（＋1）
【魅】17（＋5）
属性：悪
言語：エルフ語
装備品：レザー・アーマー、シミター

ヴァラン・ジェイルレ（V）
レベル4 精鋭制 御役（指揮）
中型・フェイ・人型、
ドラウ
hp：110；重傷値：55
イニシアチブ：＋3
AC18；頑健15、
反応17、
意志16
〈知覚〉＋8
移動速度：6
暗視
セーヴィング・スロー：＋2；アクション・ポイント1
特徴
O スパイダー・ボーンズ／骨の蜘蛛◆オーラ5
雑魚でない味方のドラウがこのオーラ内でヒット・ポイント0以下になったなら、
そのドラウは死亡し、ボーン・スパイダーが1体そのマス目に出現する。
標準アクション
mスパイダー・スタッフ／蜘蛛の杖
（［恐怖］、
［毒］、
［武器］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋9対AC
ヒット：1d8＋3ダメージおよび継続的［毒］
ダメージ5（セーヴ・終了）。
効果：ヴァランは目標を3マスまで押しやる。
rマインド・ヴェノム／心蝕む毒
（［恐怖］、
［精神］）◆無限回
攻撃：遠隔・20（クリーチャー1体）；＋7対“意志”
ヒット：1d6＋4［精神］
ダメージおよび継続的［精神］
ダメージ5（セーヴ・終了）。
効果：ヴァランは目標を2マスまで横滑りさせる。
ダブル・アタック／2回攻撃◆無限回
効果：ヴァランは基礎攻撃を2回行なう。
A ウェブド・マイアズマ／網なす瘴気◆再チャージ：初めて重傷になった時
攻撃：遠隔範囲・爆発2・10マス以内（爆発の範囲内の敵すべて）
；＋7対“反
応“
ヒット：1d6＋4［毒］
ダメージ、
目標は継続的［毒］
ダメージ5を受け、かつ減速
状態になる
（セーヴ・両方とも終了）。
効果：爆発の範囲内に、この遭遇の終了時まで持続する蜘蛛の巣の区域が
生じる。この蜘蛛の巣は敵に対しては移動困難な地形となる。
マイナー・アクション
R ダークファイアー／闇の火◆遭遇毎
攻撃：遠隔・10（クリーチャー1体）；＋7対“反応”
ヒット：ヴァランの次のターンの終了時まで、
目標は戦術的優位を与え、不可視
や視認困難の利益を得ることもできない。
R ヴェノム・パペット／操り人形の毒
（［魅了］）◆再チャージ 5 6
効果：遠隔・20（味方1体、あるいは継続的［毒］
ダメージまたは継続的［精神］
ダメージを受けているクリーチャー1体）；目標はヴァランの選んだ目標に対し
てフリー・アクションとして1回の基礎攻撃を行なう。
クラウド・オブ・ダークネス／闇の雲
（［区域］）◆遭遇毎
効果：近接範囲・爆発1の範囲内に、このヴァランの次のターン終了時まで
持続する区域が生じる。この区域はヴァランを除くすべてのクリーチャーの視
線を遮る。この雲の区域の中に完全に入っているクリーチャーは、ヴァランを
除いて皆、
盲目状態になる。
技能：
〈威圧〉
＋10、
〈はったり〉＋10、
〈魔法学〉＋11
【筋】10（＋2）
【敏】12（＋3）
【判】12（＋3）
【耐】15（＋4）
【知】18（＋6）
【魅】16（＋5）
属性：悪
言語：共通語、エルフ語、ゴブリン後
装備品：ローブ、スタッフ
ボーン・スパイダー
レベル2・雑魚・遊撃役
小型・フェイ・自律体（人造、
スパイダー）
hp：1；ミスした攻撃は雑魚にダメージを与えない
イニシアチブ：＋6
AC16；頑健13、
反応15、
意志14
〈知覚〉＋3
移動速度：6
暗視
標準アクション
mバイト／噛みつき
（
［毒］）◆無限回
攻撃：近接・1（クリーチャー1体）；＋7対AC
ヒット：
［毒］
ダメージ5、このスパイダーが目標に対して戦術的優位を得ている
なら
［毒］
ダメージ7。
移動アクション
スキッター／サッと横切る◆無限回
必要条件：このターンにまだスパイダーがアクションを行なっていない。
効果：ボーン・スパイダーはその移動速度の半分までシフトする。
【筋】12（＋2）
【敏】17（＋4）
【判】14（＋3）
【耐】9（±0）
【知】1（ー4）
【魅】7（ー1）
属性：無属性
言語：——

戦術
ヴァラン・ジェイルレ：ヴァランは他の何よりもペンダントを奪お
うとする。自分自身の身を守らなければならない状況を除いて、彼
は常にペンダント（もしくはその破片）の持ち主を攻撃する。
ドライダー：このクリーチャーたちは可能な限りヴァランの近くに
留まって、彼を護ろうとする。ドライダー自身を攻撃してきた敵を
除き、彼らは呪文紡ぎたちに向かう敵を妨害しようとはしない。
ドラウの呪文紡ぎ：このドラウたちは前線から距離を置き、遮るも
ののない射線が通っている敵を遠くから攻撃し続ける。
カーラ・サルウッド：カーラがペンダントの破片を両方とも持って
いるなら、彼女はペンダントの修復を試みる。そうでない場合、彼
女はペンダントを修復するキャラクターを護衛しようとする。彼女
のデータは P.54 の遭遇『奴隷窟の番人』にある。

展開
戦闘中にペンダントが修復されたなら、シャドウデイルを護る魔
法の効果が復帰する。
護りの魔法が再起動された時点で、以下の文章を読み上げること：
ペンダントから誰でも感じ取れるほどの強烈な力が放たれ、
ドラウた
ちは力なくよろめきます。ヴァランから苦痛の叫びが漏れます。
「この
借りは絶対に返してもらうぞ！ 私の邪魔をした報いとして、いつか貴
様らの心臓を抉り出して喰らってやる！」
冒険者たちの目の前にいるヴァラン・ジェイルレは魔術士本人で
シ

ミ

ュ

レ

イ

ク

ラ

ム

はなく、魔法で作られた似姿である。
ヴァランが敗れた時点で、以下の文章を読み上げること：
ヴァランが倒れた瞬間、その顔面が歪んで崩れていきます。正体を
包み隠していた幻が消え去ると、現れたのは這いずり回る無数の蜘蛛
でできた、人の形をした複製です。このクリーチャーにはヴァランの魔
力が宿っていたのでしょうが、本人はどこか別の場所、今の皆さんには
手の届かない場所にいるのでしょう。

このエリアの情報
明るさ：太陽光によって“明るい”。
天井：高さ 15 フィート。
扉：塔の正面の扉は、最初のドラウの攻撃によって叩き壊されて
いる。現時点では閉まっているが、蝶番にかろうじて引っかかって
いるだけという有様だ。船着場に扉はない。
墓：この低い墓は移動困難な地形である。棺の蓋を持ち上げるに
は難易度20の〈運動〉判定が必要だ。棺の中には人型生物の遺体が安
置されているだけで、価値のある物は何も入っていない。
窓：すべての窓は開いている。
エルミンスターの火：霧が墓を包み込み、球状の深紅の炎がその上
に浮かんでいる。冒険者たちおよびその味方はこの霧の中に入るこ
とができるが、ドラウその他の敵たちは（たとえ強制移動の結果であ
っても）入ることができない。P.56 の『エルミンスターの火』を見よ。
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ダンジョンズ＆ドラゴンズ第４版 カタログ－ ボードゲーム・カードゲーム－
ニコニコチャンネル

Table Game CHANNEL テーブルゲームチャンネル
◆トレーディングカードゲームからボードゲーム、さらには TRPG まで、幅
広いジャンルのゲームプレイ風景を生配信するチャンネルです。
キミは実際の TRPG セッションを知ってるか？
仲間と共に卓を囲む楽しさと興奮、たまンない一体感を。
本当のセッションならではの迷走と困惑、それをひっくり返すサイコロのドラマ
を。ダンジョン・マスターとプレイヤーが語り紡ぐ英雄譚とバカ話のパッチワーク
を。
これがナマの TRPG セッションだ！

毎週水曜、2 時間の冒険！

配信するのはウィザーズ・オヴ・ザ・コースト社がお送りする『D&D エンカウンターズ』。（リンク先英語）毎

週水曜日に全世界のホビーショップで、『ダンジョンズ＆ドラゴンズ』を遊ぶゲーム・イベントだ。
1 回 2 時間、全 8 回のビッグ・シナリオを世界各地で遊ぶというこのイベント、ここ日本でも北は北海道から
南は博多まで各地のホビーショップで開催中だ（詳しくはこちら）
。そして今回、東京は新宿ホビージャパンの会
議室から、そのプレイングをニコニコ動画での完全生放送で配信する！

まずは動画で。それからお店に行こう！
「TRPG っておもしろそうなんだけど、遊んだコトがない」
「リプレイとかは読むんだけど、実際のセッションはどんな感じなの？」
この動画はまさにそんなキミのための動画だ。今回、僕たちはありのままのセッション風景を見せることにしている。時に脱線し、時にサイコロの目にぶっ倒れ、さ
らにはメンバーが揃わなかったりすることもある（みんな仕事や家庭があるからね！）。けれど、そんなセッションの中に、メチャクチャカッコいい一瞬があったり、爆
笑必至の瞬間があったりするんだ。
この動画を見てちょっとでも「遊んでみたい」と思ったら、近くで開催されているイベントを覗いてみて欲しい。画面の中で遊んでいたのと同じ世界のちょっと違う
物語をきっと体験できるハズだ。

■ サイト・アドレス：http://ch.nicovideo.jp/table-game/ ■
（右の QR コードを読み込むと同じ URL が入力できます。）

ホビージャパンよりの出荷終了タイトル一覧（2013 年 3 月）
下記のダンジョンズ＆ドラゴンズ第４版 日本語版タイトルについては、ホビージャパンからの出荷期間が終了したため、流通在庫（店舗、問屋にあります商品）がな
くなり次第、販売が終了いたします。あらかじめご了承ください。

ダンジョンズ＆ドラゴンズ第 4 版基本ルールブック			

・ダンジョンズ＆ドラゴンズ 第 4 版 スターター・セット
・プレイヤーズ・ハンドブック III 第 4 版
・モンスター・マニュアル II 第 4 版
・モンスター・マニュアル III 第 4 版
・ダンジョン・マスターズ・ガイド II 第 4 版
ダンジョンズ＆ドラゴンズ第 4 版アドベンチャーシナリオ

・シャドウフェル城の影
・雷鳴山の迷宮
・影のピラミッド
・スペルガルドの笏塔
・失われし王冠を求めて
・シルヴァー・クロークス戦記 巨人族の逆襲

ダンジョンズ＆ドラゴンズ第 4 版サプリメント

・フォーゴトン・レルム・プレイヤーズ・ガイド
・フォーゴトン・レルム・キャンペーン・ガイド
・エベロン・プレイヤーズ・ガイド
・エベロン・キャンペーン・ガイド
・ドラコノミコン クロマティック・ドラゴン
・ドラコノミコン メタリックドラゴン
・次元界の書
・武勇の書
・武勇の書 II
・秘術の書
・信仰の書
・原始の書
・サイオニックの書
・冒険者の宝物庫 II
・ドラゴン・マガジン年鑑
・ダンジョン・マガジン年鑑
ダンジョンズ＆ドラゴンズ

関連カードゲーム

・イン・ファイティング～酒場の大乱闘～
・スリー・ドラゴン・アンティ

2013 年 4 月現在

株式会社ホビージャパン

e-mail：cardgame@hobbyjapan.co.jp

■ダンジョンズ＆ドラゴンズ第４版
『蜘蛛女王の網』

D&D エンカウンターズ TM ・アドベンチャー

翻訳：滝野原南生
翻訳協力：桂令夫、柳田真坂樹（D＆D第４版 日本語翻訳チーム）
鶴田 慶之
編集：上田明（HobbyJAPAN）
日本語版デザインワーク：田中彰（HobbyJAPAN）
■『蜘蛛女王の網』は、2012年に開催のD&D EncountersTM のアドベンチャー『Web of the Spider Queen』
を翻訳したものです。
● 文中で触れられているフルカラー・マップ、“このプログラムに必要な情報”及びモンスターのトークン、
キャラクター・シート等は英語版のキットに含まれているもので、この日本語版データには含まれま
せん。
● 翻訳、未訳ともに文中で触れられている製品などの情報は、2013年6月時点のものです。
● D&D EncounterTM はプレイスペースがある店舗で開催するイベントです。開催には、ウィザーズ・プ
レイ・ネットワーク（WPN）で店舗、オーガナイザーなどについて登録、開催申請などが必要です。詳
しくは、http://www.wizards.com/wpn/ をご参照ください。また、ご質問等もWPNへお願いします。
● 本書そのもの、本書のデジタルデータ、および掲載されたイラスト、図版、文章などの無断転載、複写、
複製ならびに、形態を問わず再配布を禁じます。

HobbyJAPAN ゲーム開発課
http://hobbyjapan.co.jp/dd/
〒151-0053
東京都渋谷区代々木2-15-8新宿Hobbyビル
カスタマーサービス TEL:03-5304-9286
受付時間:月〜金 13:00〜18:00(土日祝日除く)

